
別記様式１ 総括表

（期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

・総契約件数 250 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） 96 件

③　指名競争方式 15 件

④　企画競争に基づく随意契約方式 39 件

⑤　公募に基づく随意契約方式 7 件

⑥　その他の随意契約方式 88 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。

入　　　札　　　方　　　式 件　　　数 備　　　　　　　考



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） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1
「外務省ＩＴ広報業務の業務・システム最適
化に係る行政情報の電子的提供業務シス
テム」のハードウエア・ソフト一式

平成20年1月24日

エヌイーシーリース株式会社
（旧日本電気リース株式会
社）
日本電気株式会社

東京都港区芝５－２９－１１
東京都港区芝５－７－１ 1 5,548,226 4,361,384 78.6% Ｈ

ｼｽﾃﾑ関
係

1-7
報道官組
織

政府調達
2/15変更契約
6,209,930円

2 在外公館館員緊急備蓄品　７品目 平成20年1月25日 株式会社松屋 東京都中央区銀座３－６－１ 3 44,279,186 28,329,000 64.0% L 物品購入 1-5
在外公館
課

3
北海道洞爺湖サミットにおけるインター
ネット接続環境構築一式

平成20年2月29日
エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ株式会社

東京都千代田区内幸町１－
１－６ 1 667,986,740 556,333,092 83.3% Ｊ

その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

4
在外公館用モバイルパソコン等一式（１
２０台）

平成20年3月21日
株式会社 富士通ビジネスシ
ステム

東京都千代田区神田練塀町
３ 2 39,055,128 37,108,637 95.0% L 物品購入 1-3 通信課

5
インマルサット（ＢＧＡＮ型通信装置１１
９台の購入

平成20年3月10日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－３
－２ 2 54,902,883 32,654,947 59.5% L 物品購入 1-3 通信課

件数： 5

契約金額： 658,787,060

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・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保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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

№ 件　名
備　　考

契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 応札者数
(契約種類) (主管局課)

予定価格 契約金額 落札率



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1
「北海道洞爺湖サミット会議施設整備
調査」業務委嘱

平成20年1月7日 株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町
６－１ 1 24,521,000 24,150,000 99.9% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

一般

2
「第２１回日本・アラブ女性交流」運営業
務委嘱

平成20年1月7日
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 3,218,545 2,649,956 79.1% D

事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

一般

3
「テロ防止関連条約締結促進セミナー」
開催業務委嘱

平成20年1月8日
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 5 6,431,370 4,476,370 66.2% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

一般

4
「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20年1月8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 4 2,436,176 1,763,352 98.9% D

事業実施･会
議運営等

11 北米局 一般

5 ソフトウェア・ライセンスの購入 平成20年1月9日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３－
２ 2 11,733,750 5,859,000 99.9% L 物品購入 1-3 通信課 一般

6 ソフトウェア・ライセンスの購入 平成20年1月15日 大興電子通信株式会社 東京都新宿区揚場町２－１ 1 2,376,864 2,292,570 58.1% L 物品購入 1-3 通信課 一般

7
「『戦後外交記録』マイクロフィルム作成
及び電子画像データ作成」業務委嘱

平成20年1月18日 株式会社ニチマイ
東京都文京区本郷１－１０－
９ 3 10,407,249 8,505,000 31.5% J

その他業務
委嘱

1-1 総務課 一般

8
「奥・井ノ上記念日本青少年国連訪問
団派遣事業」業務委嘱

平成20年1月18日
社団法人国際フレンドシップ
協会

東京都港区麻布台３－４－１
２ 2 4,917,500 4,378,802 96.1% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

一般

9 ソフトウェア・ライセンスの購入 平成20年1月21日 ＦＪＢサプライ株式会社
東京都千代田区神田練塀町
３ 1 2,321,271 2,321,271 51.5% L 物品購入 1-3 通信課 一般

10
「『外務省認証局』の準拠性監査」実施
委嘱

平成20年1月21日
ＫＰＭＧビジネスアシュアラン
ス株式会社

東京都新宿区揚場町１－１８ 6 4,488,750 1,890,000 78.8% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課 一般

11 厨房用備品の購入 平成20年1月21日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 1 3,235,575 1,625,400 88.3% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

一般

12
「外国人問題に関する国際シンポジウ
ム」開催業務委嘱

平成20年1月22日
株式会社ジー・エデュケー
ション

愛知県名古屋市北区黒川本
通５－１２－３ 2 4,525,378 3,256,585 72.0% D

事業実施･会
議運営等

7 領事局 一般

13
「南東欧観光振興ワークショップ」開催
業務委嘱

平成20年1月22日 株式会社アイ・エス・エス
東京都千代田区一番町２３
－３ 4 3,542,539 3,128,503 88.3% D

事業実施･会
議運営等

13 欧州局 一般

14
新型インフルエンザ感染防護用品の購
入

平成20年1月23日 廣瀬産業株式会社
秋田県由利本荘市石脇字田
尻１－１ 2 8,695,678 7,674,156 88.3% L 物品購入 7 領事局 一般

15
「日米草の根交流計画（米国議会スタッ
フ招聘）」業務委嘱

平成20年1月31日
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－
２－２ 3 4,148,003 3,132,446 75.5% Ｃ

招へい･賓客
接遇

11 北米局 一般

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

16 「中東若手外交官等招聘」業務委嘱 平成20年1月31日
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－
２－３ 2 2,681,140 2,353,034 87.8% Ｃ

招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

一般

17
外務省西別館他照明器具改修工事契
約

平成20年1月11日 株式会社ケントク
東京都東京都千代田区内幸
町１－２－１ 2 9,872,046 8,158,500 82.6% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-4 会計課 一般

18
「中小企業振興ワークショップ」開催業
務委嘱

平成20年2月4日
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 4,368,914 3,516,649 80.5% D

事業実施･会
議運営等

13 欧州局 一般

19
「『「気候変動に対する更なる行動』第６
回非公式会合」開催業務委嘱

平成20年2月4日 株式会社ビーズ
東京都大田区東雪谷３－１
４ー７ 4 3,261,610 2,726,146 83.6% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

一般

20 「次官級招聘」業務委嘱 平成20年2月4日 株式会社アウルズ
北九州市小倉北区浅野３－
８－１ 2 1,241,015 1,154,735 93.0% Ｅ

レセプション･
ケータリング

12 中南米局 一般

21
アフリカ・インフラ・コンソーシアム第４回
年次会合に伴う英仏同時通訳業務

平成20年2月4日 株式会社アウルズ
福岡県北九州市小倉北区浅
野３－８－１ 6 4,677,450 1,111,370 23.8% Ａ 通訳 5 国際協力局 一般

22
安全保障手帳２００７年度版の印刷・製
本

平成20年2月6日 有限会社つくる企画
東京都千代田区日本橋２－
８－９ 3 3,466,291 2,992,500 86.3% Ｋ 物品製造 2

総合外交政
策局

一般

23 「Ｇ８開発大臣会合」開催業務委嘱 平成20年2月7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 5 89,049,530 57,563,562 64.6% D
事業実施･会
議運営等

5 国際協力局 一般

24
「化学兵器禁止機関による査察への専
門家派遣」業務委嘱

平成20年2月7日 株式会社アトックス 東京都港区虎ノ門３－６－２ 1 2,046,099 1,784,611 87.2% J
その他業務
委嘱

3
軍縮・科学
部

一般

25
「太平洋島嶼国に関する防災セミナー」
開催業務委嘱

平成20年2月8日
株式会社バイリンガル・グ
ループ

東京都千代田区九段南３－
３－６ 5 9,630,429 7,816,161 81.2% D

事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

一般

26
「Ｇ８北海道洞爺湖サミット国際メディア
センター他設営レイアウト案作成」業務
委嘱

平成20年2月8日 株式会社ムラヤマ
東京都文京区後楽２－２３－
１０ 2 1,056,727 892,500 84.5% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

一般

27 ソフトウェア・ハードウェアの購入 平成20年2月13日
新日鉄ソリューションズ株式
会社

東京都中央区新川２－２０－
１５ 2 2,194,644 1,554,000 70.8% L 物品購入 1-2 人事課 一般

28
広報冊子「海外安全　虎の巻」の印刷・
製本

平成20年2月14日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６－
２１ 4 9,764,810 8,673,000 88.8% Ｋ 物品製造 7 領事局 一般

29
「在米日系人リーダー招聘プログラム」
運営業務委嘱

平成20年2月15日
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 6,548,239 6,163,399 94.1% Ｃ

招へい･賓客
接遇

11 北米局 一般

30
「沖縄ハワイ協力・国際交流拠点形成
事業（国際ワークショップ及びシンポジ
ウム）」開催業務委嘱

平成20年2月18日 株式会社沖縄コングレ
沖縄県那覇市久茂地３－１
－１ 4 9,065,480 6,473,954 71.4% D

事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

一般



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

31 在外公館経理帳簿用ファイルの作成 平成20年2月18日 有限会社文星堂
東京都中央区八丁堀２－９
－１ 2 3,916,473 2,593,626 66.2% Ｋ 物品製造 1-5 在外公館課 一般

32
われらの北方領土２００７年版の印刷・
製本

平成20年2月18日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６－
２１ 8 3,465,593 2,379,405 68.7% Ｋ 物品製造 13 欧州局 一般

33
「ポール・コリアー・オックスフォード大
学教授講演会」開催業務委嘱

平成20年2月18日
財団法人国際開発高等教育
機構

東京都千代田区九段南１－
６－１７ 1 1,768,327 1,507,504 85.3% D

事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

一般

34
「鯨類の持続可能な利用に関するセミ
ナー」開催業務委嘱

平成20年2月19日
株式会社バイリンガル・グ
ループ

東京都千代田区九段南３－
３－６ 1 6,412,010 6,083,864 94.9% D

事業実施･会
議運営等

4 経済局 一般

35
「バルバドス外務貿易省外務次官補招
聘」業務委嘱

平成20年2月19日 イディオリンク株式会社 東京都港区虎ノ門２－６－４ 1 1,533,488 1,475,391 96.2% Ｃ
招へい･賓客
接遇

3
軍縮・科学
部

一般

36
「日本・太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）合
同委員会」開催業務委嘱

平成20年2月20日 株式会社ザ・コンベンション
東京都港区南青山２－６－１
２ 3 15,731,775 14,021,087 89.1% D

事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

一般

37 平成２０年版外交青書の印刷・製本 平成20年2月20日 社団法人時事画報社
東京都港区赤坂７－１０－１
７ 3 9,600,289 6,700,000 69.8% Ｋ 物品製造 2

総合外交政
策局

一般

38
「ＥＰＡシンポジウム」開催準備業務委
嘱

平成20年2月20日 イディオリンク株式会社 東京都港区虎ノ門２－６－４ 4 3,707,573 3,269,398 88.2% D
事業実施･会
議運営等

4 経済局 一般

39 事務用什器類の購入 平成20年2月20日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 2,658,678 2,237,256 84.1% L 物品購入 6 国際法局 一般

40 リーフレット「海外で困ったら」の印刷 平成20年2月21日 不二オフセット株式会社 東京都福生市志茂１１９－５ 8 6,177,895 3,622,500 58.6% Ｋ 物品製造 7 領事局 一般

41
ポータブル・ハードディスク・ドライブの
購入

平成20年2月22日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３－
２ 2 11,206,177 9,870,000 88.1% L 物品購入 7 領事局 一般

42 書籍の購入 平成20年2月22日 有限会社中村書店
東京都千代田区霞が関２―
２―１ 1 3,426,356 3,245,719 94.7% L 物品購入 1-1 総務課 一般

43
「アフリカ・クリアリングハウス会合」開
催業務委嘱

平成20年2月25日
株式会社プロコムインターナ
ショナル

東京都江東区有明３－１－２
２ 4 10,473,235 6,449,282 61.6% D

事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

一般

44
「日中友好・スポーツ交流セミナー」開
催業務委嘱

平成20年2月25日 近畿日本ツーリスト株式会社
東京都千代田区神田松永町
１９－２ 4 3,776,120 3,125,234 82.8% D

事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

一般

45
「サブサハラ・アフリカの鉱物資源（日本
外交と資源安定供給の確保に関するセ
ミナー）」開催業務委嘱

平成20年2月25日
株式会社バイリンガル・グ
ループ

東京都千代田区九段南３－
３－６ 5 3,432,553 2,312,286 67.4% D

事業実施･会
議運営等

4 経済局 一般



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

46
「第２回違法伐採国際専門家会合」開
催業務委嘱

平成20年2月25日 株式会社ビーズ
東京都大田区東雪谷３－１４
－７ 2 2,422,435 2,051,423 84.7% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

一般

47 事務用什器類の購入 平成20年2月26日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 13,210,260 11,573,016 87.6% L 物品購入 1-4 会計課 一般

48
「Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　＆　Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｉｎｇ　Ｓｋｉｌｌｓ
Ｗｏｒｋｓｈｏｐ等」の翻訳

平成20年2月26日 株式会社ディ・アンド・ワイ
東京都千代田区三崎町２－
１５－８ 11 1,441,125 253,575 17.6% J

その他業務
委嘱

2
総合外交政
策局

一般

49
サーバ周辺機器・ラック及びソフトウェ
ア等の購入

平成20年2月27日
インフォリスクマネージ株式
会社

東京都品川区西五反田３－
７－１０ 1 11,835,348 10,815,000 91.4% L 物品購入 1-7 報道官組織 一般

50 「サハリン招聘」業務委嘱 平成20年2月27日
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 3,655,520 3,602,188 98.5% Ｃ

招へい･賓客
接遇

13 欧州局 一般

51 ソフトウェアライセンス等一式 平成20年2月27日 株式会社霞ヶ関情報センター
東京都港区虎ノ門１－２２－
１３ 2 3,347,591 2,854,490 85.3% L 物品購入 1-3 通信課 一般

52
「『外務省ＩＣ旅券用認証局』の準拠性
監査」実施委嘱

平成20年2月27日
インターナショナル・ネット
ワーク・セキュリティー株式会
社

東京都新宿区新宿１－１６－
１０ 2 4,856,250 1,925,700 39.7% J

その他業務
委嘱

7 領事局 一般

53 書籍の購入 平成20年2月28日 丸善株式会社
東京都中央区日本橋３－９
－２ 2 3,291,393 3,148,425 95.7% L 物品購入 1-9

その他大臣
官房

一般

54
北海道洞爺湖サミット現地事務局設営
工事契約

平成20年2月1日 須藤建設株式会社
北海道伊達市松ヶ枝町３０－
１０ 3 84,840,000 72,240,000 85.1% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

一般

55 研修用テレビ・モニターの購入 平成20年3月4日 株式会社イーベスト
東京都千代田区外神田２－
１５－２ 4 9,454,607 6,276,690 66.4% L 物品購入 9 研修所 一般

56 ソフトウェア・ライセンスの購入 平成20年3月4日 株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－
５ 2 2,763,600 2,620,800 94.8% L 物品購入 7 領事局 一般

57
「外務省所管建物排水管他清掃」業務
委嘱

平成20年3月6日 株式会社ケントク
東京都千代田区内幸町１－
２－１ 5 3,161,815 2,390,850 75.6% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課 一般

58
「記録文書ファイル管理システム構築」
業務委嘱

平成20年3月7日
新日鉄ソリューションズ株式
会社

東京都中央区新川２－２０－
１５ 1 11,744,204 10,920,000 93.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-1 総務課 一般

59 印影照合システム機器等の購入 平成20年3月7日 株式会社霞ヶ関情報センター
東京都港区虎ノ門１－２２－
１３ 1 4,524,241 4,441,500 98.2% L 物品購入 7 領事局 一般

60
「日本の軍備・不拡散外交」の印刷・製
本

平成20年3月7日 株式会社太陽美術
東京都江東区清澄２－９－１
１ 3 5,213,292 3,465,000 66.5% M 賃貸借 3

軍縮・科学
部

一般



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

61
「知的財産権に関するシンポジウム」の
開催業務委嘱

平成20年3月7日 株式会社日経スタッフ
東京都千代田区大手町１－
９－５ 3 4,651,060 3,098,146 66.6% D

事業実施･会
議運営等

4 経済局 一般

62
「エネルギー安全保障と気候変動に関
する主要国経済国会議高級事務レベ
ル会合」開催業務委嘱

平成20年3月7日
株式会社ガイアコミュニケー
ションズ

東京都港区銀座１－１６－１ 6 6,583,069 1,693,659 25.7% D
事業実施･会
議運営等

5 国際協力局 一般

63
「情報セキュリティ対策教育資料」の翻
訳

平成20年3月7日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 5 2,730,000 1,291,500 47.3% J

その他業務
委嘱

1-3 通信課 一般

64 非常用緊急備蓄品の購入 平成20年3月10日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２ 2 11,154,465 10,594,500 95.0% L 物品購入 1-1 総務課 一般

65 在外公館医務官室用備品の購入 平成20年3月10日
株式会社富士クリニカルサプ
ライ

埼玉県川口市川口６－８－９ 2 4,639,050 3,780,000 81.5% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

一般

66 無停電電源装置用バッテリーの購入 平成20年3月10日 文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座３－４－１
２ 4 2,010,763 1,704,612 84.8% L 物品購入 1-3 通信課 一般

67 事務用什器類の購入 平成20年3月11日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 14,467,677 13,415,577 92.7% L 物品購入 1-2 人事課 一般

68
「第１回ＡＳＥＡＮ賢人会議」開催業務委
嘱

平成20年3月11日 株式会社ザ・コンベンション
東京都港区南青山２－６－１
２ 2 10,357,202 9,514,020 91.9% D

事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

一般

69 事務用什器類の購入 平成20年3月11日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 3,498,453 3,122,689 89.3% L 物品購入 1-4 会計課 一般

70 事務用什器類の購入 平成20年3月11日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 2,541,298 2,037,735 80.2% L 物品購入 7 領事局 一般

71
「平成２０年度前期対ロシア技術支援
事業企画競争審査会」開催業務委嘱

平成20年3月11日
社団法人国際フレンドシップ
協会

東京都港区麻布台３－４－１
２ 1 1,536,144 1,531,524 99.7% D

事業実施･会
議運営等

13 欧州局 一般

72
「在日ブラジル人問題に関わるブラジル
関係法令・条約」の翻訳

平成20年3月11日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 6 4,963,350 1,149,120 23.2% J

その他業務
委嘱

12 中南米局 一般

73 事務用什器類の購入 平成20年3月12日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 6,880,072 5,937,466 86.3% L 物品購入 1-2 人事課 一般

74
Ｇ８サミット外相会合用パソコン等の購
入

平成20年3月14日
株式会社富士通ビジネスシ
ステム

東京都文京区後楽１－７－２
７ 1 15,994,299 15,905,820 99.4% L 物品購入 1-3 通信課 一般

75 事務椅子の購入 平成20年3月14日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 15,305,220 13,784,400 90.1% L 物品購入 1-4 会計課 一般



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

76 裁断機の購入 平成20年3月14日 文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座３－４－１
２ 2 13,603,485 12,325,000 90.6% L 物品購入 1-9

その他大臣
官房

一般

77
「『政府開発援助（ＯＤＡ）国別データ
ブック　２００７年版』発送」業務委嘱

平成20年3月14日
株式会社イシカワコーポレー
ション

東京都江戸川区中葛西５－
３２－８ 3 1,165,500 981,330 84.2% J

その他業務
委嘱

5 国際協力局 一般

78
電気・機械等設備用電気消耗品の購
入

平成20年3月17日 稲木商工株式会社
東京都台東区池之端２－１
－５ 3 6,362,366 4,053,429 63.7% L 物品購入 1-4 会計課 一般

79 事務用什器類の購入 平成20年3月17日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 3,067,328 2,683,359 87.5% L 物品購入 1-5 在外公館課 一般

80 事務用什器類の購入 平成20年3月17日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 2,677,290 2,390,388 89.3% L 物品購入 1-1 総務課 一般

81 事務用什器類の購入 平成20年3月19日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 3,134,613 2,683,306 85.6% L 物品購入 5 国際協力局 一般

82
「軍備管理軍縮課が主催する国際会
議」開催業務委嘱

平成20年3月21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 1 5,576,120 4,910,730 88.1% D
事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部

一般

83 テレビ会議システムの購入 平成20年3月21日
ソニーブロードバンドソリュー
ション株式会社

東京都港区高輪４－１０－１
８ 1 3,223,080 3,150,000 97.7% L 物品購入 1-1 総務課 一般

84 電信プリンタ消耗品一式 平成20年3月25日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 1 12,980,415 11,920,860 91.8% L 物品購入 1-3 通信課 一般

85 事務用什器類の購入 平成20年3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 1 11,842,251 10,621,758 89.7% L 物品購入 1-1 総務課 一般

86 事務用什器類の購入 平成20年3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 1 1,841,464 1,616,433 87.8% L 物品購入 1-1 総務課 一般

87
総合的文書管理システム用サーバ機
器等の購入

平成20年3月26日 エクストリーク株式会社 東京都港区芝１－１１－１１ 1 10,992,135 9,639,000 87.7% L 物品購入 1-3 通信課 一般

88 ハードディスク等の購入 平成20年3月26日 エクストリーク株式会社 東京都港区芝１－１１－１１ 1 2,474,373 1,995,000 80.6% L 物品購入 1-3 通信課 一般

89
「情報セキュリティ関係規定準拠性監
査」実施委嘱

平成20年3月26日 川合経営システム研究所
東京都東村山市秋津町５－
１２－６６ 3 2,168,250 945,000 43.6% J

その他業務
委嘱

1-3 通信課 一般

90
北海道洞爺湖サミット・ルスツリゾート
敷地外周フェンス設置工事契約

平成20年3月21日 須藤建設株式会社
北海道伊達市松ヶ枝町３０－
１０ 1 109,257,466 97,440,000 89.2% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

一般



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備　　考
契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格

(契約種類) (主管局課)

落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

91
「気候変動、クリーンエネルギー、持続
可能な開発に関する対話第４回閣僚級
会合」業務委嘱

平成20年2月8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番
地 三番町ＫＳビル

2 19,180,000 9,626,420 50.2% D
事業実施･会
議運営等

5 国際協力局 一般

92
複写機・複合機（７台）の購入（省内取り
まとめ）

平成20年3月7日
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社

東京都中央区日本橋本町１
－５－４

4 5,159,673 785,400 15.2% L 物品購入 １－４ 会計課 一般

93
平成１９年度一般競争入札（地上デジ
タル放送対応液晶テレビ等の購入）

平成20年3月21日 株式会社フォートサービス社
東京都中央区八丁堀３－１７
－１３

6 15,217,681 8,499,750 55.9% L 物品購入 １－４ 会計課 一般

94 印刷データ変換システム一式の調達 平成20年3月25日 エフ・ビー・エム株式会社
東京都新宿区市谷田町２－
３１－３

3 3,321,654 2,887,500 86.9% L 物品購入 １－１ 総務課 一般

95 スキャナ用消耗品一式 平成20年3月27日
株式会社　富士通ビジネスシ
ステム

東京都文京区後楽１－７－２
７

1 14,029,785 11,261,250 80.3% L 物品購入 1-3 通信課 一般

96
平成１９年度一般競争入札（地図デー
タの購入）

平成20年3月28日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－
３－６

1 15,960,000 15,960,000 100.0% L 物品購入 8
国際情報統
括官

一般

件数： 96

契約金額： 702,445,422

契約種類：A物品製造、B物品購入、C賃貸借、D通訳、E調査・研究、F招へい・賓客接遇、G事業実施・会議運営等、Hﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、I保守・管理（機械/設備）、J工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Kｼｽﾃﾑ関係、L情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Mその他業務委嘱、

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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



別記様式２　(契約一覧）

③　指名競争方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1
「Ｇ８北海道洞爺湖サミット準備会合」
運営業務委嘱

平成20年1月7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 7 4,919,145 1,360,000 77.5% D
事業実施･
会議運営
等

4 経済局 指名

2
中東・アフリカ大使会議に伴う外務大
臣主催レセプション・ケータリング契約

平成20年1月22日
株式会社ロイヤルパークホ
テル

東京都中央区日本橋蠣殻町
２－１－１ 3 2,803,500 2,614,500 93.3% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリ
カ局

指名

3
Ｇ８北海道洞爺湖サミット準備会合に
伴うケータリング契約

平成20年1月25日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１ 4 1,564,425 921,902 58.9% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

2
総合外交政
策局

指名

4
「第１０回アフリカ・パートナーシップ・
フォーラム等会合」開催業務委嘱

平成20年2月8日 株式会社インターグループ
東京都港区西新橋１－７－
２ 4 48,691,030 46,951,353 96.4% D

事業実施･
会議運営
等

14
中東アフリ
カ局

指名

5
「東南アジア地域テロ協議」開催業務
委嘱

平成20年2月19日
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 2,940,440 2,843,516 96.7% D

事業実施･
会議運営
等

2
総合外交政
策局

指名

6 ソフトウェア・ライセンスの購入 平成20年2月20日
新日鉄ソリューションズ株式
会社

東京都中央区新川２－２０
－１５ 2 15,142,764 14,584,500 96.3% L 物品購入 1-3 通信課 指名

7

「平成１９年度欧州大使会議及び平成
１９年度国連関係国際機関大使会議」
に伴う外務大臣主催レセプション開催
業務委嘱

平成20年2月26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 2,650,200 2,314,200 87.3% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

13 欧州局 指名

8
「第２７回ＡＳＥＡＮ貿易投資観光促進
センター年次理事会」に伴う外務副大
臣主催レセプション開催業務委嘱

平成20年2月26日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１ 5 1,674,750 1,422,750 85.0% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

10
アジア大洋
州局

指名

9
Ｇ８開発大臣会合開催に伴う同時通
訳等業務

平成20年2月28日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区淡路町
３－６－１ 4 33,830,800 17,988,399 53.2% Ａ 通訳 5 国際協力局 指名

10
「鯨類の持続可能な利用に関するセミ
ナーに伴う外務副大臣主催レセプショ
ン」開催業務委嘱

平成20年3月3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 1,632,750 1,422,750 87.1% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

4 経済局 指名

11
「インターネット接続環境改善」業務委
嘱

平成20年3月10日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２ 2 15,877,312 6,247,500 39.3% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課 指名

12
「在京アフリカ大使との意見交換会に
伴う外務大臣主催夕食会」開催業務
委嘱

平成20年3月11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 1,265,775 1,007,028 79.6% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリ
カ局

指名

13
木村副大臣主催「日伯交流年」オープニン
グ・レセプション開催に係る経費の支出に
ついて

平成20年1月10日
株式会社 プリンスホテル 高輪
プリンスホテル

港区高輪３―１３―１ 3 1,963,500 1,386,000 70.6% E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

12 中南米局 指名

14
在外公館施設の維持管理コストにかかる
分析業務

平成20年2月4日 株式会社マツダコンサルタンツ
東京都渋谷区代々木３丁目４３
番３号 6 6,722,940 6,090,000 90.6% B 調査・研究 1-5 在外公館課 指名

№ 件　名 契約締結日 契約金額契約相手方の名称 契約相手方の住所 応札者数 予定価格 落札率
備　　考

(契約種類) (主管局課)



15
小野寺外務副大臣主催レセプション開催
業務（Ｇ８開発大臣会合）

平成20年3月27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町２－
１－１ 4 2,707,950 2,424,450 89.5% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

5 国際協力局 指名

件数： 15

契約金額： 109,578,848

契約種類：A物品製造、B物品購入、C賃貸借、D通訳、E調査・研究、F招へい・賓客接遇、G事業実施・会議運営等、Hﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、I保守・管理（機械/設備）、J工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Kｼｽﾃﾑ関係、L情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Mその他業務委嘱、

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1
「日本の国際テロ対策協力」パ
ンフレット作成契約

平成20年1月4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）

1,500,000 1,491,000 99.9% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 4

2
「アフリカ開発問題に関する国
際ジャーナリスト会議」開催業
務委嘱

平成20年1月7日 株式会社ジェイコム 東京都港区芝公園２－４－１
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）

9,760,000 9,759,017 79.1% D
事業実施･
会議運営等

1-7 報道官組織 2

3

「ＥＵの『研究開発枠組計画』へ
の外国主体の参加方法・実績
と我が国との関係調査」業務委
嘱

平成20年1月7日 社団法人日本外交協会 東京都港区麻布台３－１－２
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）

4,000,000 3,787,165 66.2% B 調査・研究 3
軍縮・科学
部 3

4
「日韓相互理解促進のための
取り組み」パンフレット作成契
約

平成20年1月7日 株式会社ストーム
東京都千代田区東神田２－
１０－１７

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 3,470,000 98.9% K 物品製造 10
アジア大洋
州局 2

5
「援助協調動向分析調査」業務
委嘱

平成20年1月8日
株式会社アース・アン
ド・ヒューマン・コーポ
レーション

東京都町田市玉川学園８－
３－２３

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）

5,000,000 4,996,950 99.9% B 調査・研究 5 国際協力局 1

6
「日本と中南米」パンフレット作
成契約

平成20年1月9日 株式会社ストーム
東京都千代田区東神田２－
１０－１７

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 2,970,000 58.1% K 物品製造 1-7 報道官組織 6

7
「日英２１世紀委員会第２４回
合同会議」開催業務委嘱

平成20年1月11日
財団法人日本国際交流
センター

東京都港区南麻布４－９－１
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）

15,310,000 15,225,760 31.5% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局 1

8 冬季保養所借り上げ契約 平成20年1月11日 株式会社ＪＴＢ首都圏
東京都千代田区鍛冶町２－
１２－５

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）

3,200,000 2,850,100 96.1% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 4

9
「リビア改革努力支援プログラ
ム（歴史的文化遺産保護関係
者招聘事業）」業務委嘱

平成20年1月18日 国立大学法人筑波大学
茨城県つくば市天王台１－１
－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）

2,500,000 2,355,730 51.5% C
招へい･賓
客接遇

14
中東アフリ
カ局 1

10 「日本紹介ポスター」作成契約 平成20年1月21日 株式会社ダイナモ
東京都渋谷区神宮前３－１８
－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）

2,000,000 1,995,000 78.8% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 7

11
「日本とオランダ」パンフレット
作成契約

平成20年1月21日 株式会社 ダイナモ
東京都渋谷区神宮前３－１８
－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）

1,700,000 1,562,400 88.3% K 物品製造 1-7 報道官組織 4

12
「『旅券の日』キャンペーン」実
施委嘱

平成20年1月25日
株式会社ＮＨＫプロモー
ション

東京都渋谷区神山町５－５
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）

8,500,000 8,431,500 99.2% J
その他業務
委嘱

7 領事局 13

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

13
「北海道洞爺湖サミット首脳会
議関連行事等企画立案のため
の支援・調査」業務委嘱

平成20年1月28日
株式会社電通・株式会
社博報堂共同企業体

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）

16,900,000 14,637,000 86.6% B 調査・研究 1-9
その他大臣
官房 6

14
「小型武器と対人地雷」パンフ
レット作成契約

平成20年1月28日
横浜ハイテクプリンティ
ング株式会社

神奈川県横浜市西区戸部町
１－９

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）

2,500,000 2,199,750 88.0% K 物品製造 1-7 報道官組織 4

15

「Ｊａｐａｎ－Ｃａｎａｄａ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ
ｓ　：　８０　Ｙｅａｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ
Ａｃｒｏｓｓ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ～Ｍｉｌｅｓ
Ａｐａｒｔ　，　Ｍｉｎｄｓ　Ｔｏｇｅｔｈｅｒ
～」パンフレット作成契約

平成20年1月28日 株式会社ジャパックス
東京都渋谷区神宮前１－１４
－１４

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）

1,500,000 1,226,925 81.8% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 5

16
「日豪若手政治家交流プログラ
ム」開催業務委嘱

平成20年1月29日
財団法人日本国際交流
センター

東京都港区南麻布４－９－１
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）

9,210,000 9,208,416 100.0% D
事業実施･
会議運営等

10
アジア大洋
州局 1

17
「日本紹介テレビ番組ソフト提
供事業（モンゴルにおける日本
年記念事業）」業務委嘱

平成20年1月29日
財団法人ＮＨＫインター
ナショナル

東京都渋谷区宇田川町７－
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）

3,900,000 3,877,650 99.4% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 1

18
「東ティモールの石油・ガス開
発と経済発展の展望に関する
調査」業務委嘱

平成20年1月31日
株式会社三菱総合研究
所

東京都千代田区大手町２－
３－６

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）

4,500,000 4,490,850 99.8% B 調査・研究 10
アジア大洋
州局 1

19

「元気なアフリカを目指して：
“希望と機会の大陸”～第４回
アフリカ開発会議に向けて」パ
ンフレット作成契約

平成20年1月31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）

3,000,000 2,446,500 81.6% K 物品製造 1-7 報道官組織 2

20
「外国ラジオ局コメンテーター
招待」業務委嘱

平成20年2月1日
財団法人日本国際協力
センター

東京都新宿区西新宿６－１０
－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）

1,600,000 1,598,967 99.9% C
招へい･賓
客接遇

1-8
広報文化交
流部 1

21
「危機管理セミナー（南西アジ
ア）」開催業務委嘱

平成20年2月6日
東京海上日動リスクコン
サルティング株式会社

東京都千代田区丸の内１－
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、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

11,460,000 9,724,256 84.9% D
事業実施･
会議運営等

7 領事局 6

22
「インフラ分野における援助効
果向上の取り組みに関する現
状調査」業務委嘱

平成20年2月6日
株式会社エスエヌ・グ
ローバルソリューション

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）

7,000,000 6,982,500 99.8% B 調査・研究 5 国際協力局 1

23
「南太平洋外交強化特別計画」
業務委嘱

平成20年2月6日
社団法人太平洋諸島地
域研究所

東京都港区赤坂８－１０－３
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）

3,220,000 3,160,650 98.2% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 2

24
「ＴＩＣＡＤⅣへ向けた我が国の
取り組み」英語版パンフレット
の作成

平成20年2月13日
日本デザイン事業協同
組合

東京都港区赤坂９－７－１
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）

1,500,000 1,459,500 97.3% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 4



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

25
「第１回野口英世アフリカ賞受
賞式等」運営業務委嘱

平成20年2月20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）

27,032,000 26,737,053 98.9% D
事業実施･
会議運営等

14
中東アフリ
カ局 4

26
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター（ＩＭＣ）」運営管
理業務委嘱

平成20年2月25日 株式会社博報堂 東京都港区芝浦３－４－１
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）

835,028,000 789,123,500 94.5% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 2

27
「パレスチナ自治区の内政状
況及び中東和平プロセスの現
状と見通し調査」業務委託

平成20年2月26日 財団法人中東調査会
東京都新宿区西新宿７－３
－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）

3,536,500 3,531,220 99.9% B 調査・研究 14
中東アフリ
カ局 1

28
「北方領土問題に関する英語・
ロシア語パンフレット」作成契約

平成20年2月29日 株式会社レックス 東京都港区赤坂２－２０－２
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）

2,500,000 2,383,500 95.3% K 物品製造 13 欧州局 5

29

「外務省ＩＴ広報業務の業務・シス
テム最適化にかかる行政情報の
電子的提供業務システム」の統合
Ｗｅｂ環境構築・移行及び運用・保
守

平成20年2月20日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１

随意（企画競争）
政府調達協定第１５条１（ｂ）：美術品、排他的権利の保護、技
術的理由による競争の不存在
特例政令第１３条一

6,222,425 5,989,331 96.3% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-8
広報文化交
流部 1

30

「外務省ＩＴ広報業務の業務・シス
テム最適化にかかる行政情報の
電子的提供業務システム」のデー
タセンター及びデータセンター管
理業務

平成20年2月12日 （株）インテック 東京都江東区新砂１－３－３

随意（企画競争）
政府調達協定第１５条１（ｂ）：美術品、排他的権利の保護、技
術的理由による競争の不存在
特例政令第１３条一

5,578,224 4,663,071 83.6% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 4

31
「我が国の民主的諸制度と社
会・経済発展に関する実証的
調査研究」業務委嘱

平成20年3月3日 社団法人日本外交協会 東京都港区麻布台３－１－２
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）

1,500,000 1,477,402 98.5% B 調査・研究 2
総合外交政
策局 1

32
「新しい日露関係専門家対話」
開催業務委嘱

平成20年3月4日
特定非営利活動法人
ユーラシア２１研究所

東京都港区虎ノ門１－１５－
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）

2,728,000 2,727,433 100.0% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局 1

33
「途上国医療・看護向上のため
の研修」実施委嘱

平成20年3月7日
社団法人国際厚生事業
団

東京都新宿区富久町１６－５
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）

5,303,000 5,298,766 99.9% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 2

34
「日米欧における人間の安全
保障、国際保健調査研究」業
務委嘱

平成20年3月7日
財団法人日本国際交流
センター

東京都港区南麻布４－９－１
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）

2,000,000 1,941,555 97.1% B 調査・研究 2
総合外交政
策局 2

35
「Ｇ８サミット首脳会議における
カーボン・オフセット企画案作
成・事業実施」業務委嘱

平成20年3月24日
あずさサスティナビリ
ティ株式会社

大阪府大阪市中央区瓦町３
－６－５

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）

170,250,000 149,416,155 87.8% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 4

36

「北海道洞爺湖サミット環境
ショーケース（環境に関する展
示）詳細設計・製作・設置・運
営」業務委嘱

平成20年3月26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）

254,700,000 229,950,000 90.3% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 2



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

37
「Ｇ８サミットホームページ専用
サーバ構築・維持管理」業務

平成20年3月26日
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

東京都千代田区内幸町１－１
－６

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）

40,263,300 36,083,922 89.6% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 2

38
北海道洞爺湖サミット開催に伴
う識別カードによる警備体制構
築

平成20年3月10日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
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）

6,222,425 5,989,331 96.3% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 5

39
Ｇ８サミット公式ホームページ
及び動画の企画・制作業務

平成20年3月26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）

5,578,224 4,663,071 83.6% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 12

件数： 39

契約金額： 1,389,882,896

契約種類：A物品製造、B物品購入、C賃貸借、D通訳、E調査・研究、F招へい・賓客接遇、G事業実施・会議運営等、Hﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、I保守・管理（機械/設備）、J工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Kｼｽﾃﾑ関係、L情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Mその他業務委嘱、

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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

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。



別記様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1

北海道洞爺湖サミットにおける電気
通信基盤設備（北海道内における土
木、基礎、線路、中継区間工事）の構
築

平成20年1月9日
東日本電信電話株式会
社

東京都新宿区西新宿３－１９
－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）

2,830,454,628 2,830,453,500 100.0% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

2
「第１回野口英世アフリカ賞授
賞式及び総理主催晩餐会」会
場借上契約

平成20年2月7日
株式会社横浜ベイホテ
ル東急

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－７

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）

11,592,000 11,592,000 100.0% E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリカ
局

3
「第１０回アフリカ・パートナー
シップ・フォーラム等会合招聘
者接遇」（宿舎等契約）

平成20年2月7日
株式会社ニューオータ
ニ

東京都千代田区紀尾井町４
－１

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）

7,118,915 7,118,915 100.0% C
招へい･賓
客接遇

14
中東アフリカ
局

4
国際協力局業務システムの共
通プラットフォーム・サーバへ
の移行及び機能拡張

平成20年2月5日 株式会社 日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）

40,263,300 36,083,922 89.6% H ｼｽﾃﾑ関係 5 国際協力局

5

「Ｇ８北海道洞爺湖サミット及び
Ｇ８外相会合開催に伴う国際
放送センター（ＩＢＣ）」運営業務
委嘱

平成20年3月7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）

717,300,862 717,300,862 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

6
「ＰＥＯ（太平洋経済展望）国際
専門家会合」開催業務委嘱

平成20年3月11日
財団法人関西社会経済
研究所

大阪府大阪市北区中之島６
－２－２７

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）

6,025,050 6,025,050 100.0% D
事業実施･
会議運営等

4 経済局

7
北海道洞爺湖サミットの国際メ
ディアセンターにおける電力使
用

平成20年3月24日
北海道電力株式会社小
樽支店

北海道小樽市富岡１－９－１
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）

269,193,513 269,193,513 100.0% B 調査・研究 1-9
その他大臣
官房

8
携帯電話有線化装置改築工事
契約

平成20年3月24日
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

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）

4,515,000 4,515,000 100.0% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

件数： 7

契約金額： 1,051,829,262

契約種類：A物品製造、B物品購入、C賃貸借、D通訳、E調査・研究、F招へい・賓客接遇、G事業実施・会議運営等、Hﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、I保守・管理（機械/設備）、J工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Kｼｽﾃﾑ関係、L情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Mその他業務委嘱、

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
備　　考

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。

契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格 落札率契約金額
(契約種類) (主管局課)



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

1
「在外ＬＡＮ構築公館機器入
替」業務委嘱

平成20年1月4日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの機器の入替を同システムの開
発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務
効率・費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）

225,330,945 225,330,945 99.9% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

2
「霞ヶ関ＷＡＮ接続関連機器設
定変更」業務委嘱

平成20年1月17日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの設定変更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、業務効
率・費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）

2,505,195 2,504,250 79.1% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

3
「新日中友好２１世紀委員会第
７回会合に伴う同時通訳」業務
委嘱

平成20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

本件会合においては、発言原稿を準備せず広範かつ専
門的な討論内容になるところ、派遣予定の通訳者は中国
関係国際会議、シンポジウム等での豊富な経験を有する
者であることが必要。よって、同人が所属する同社と契約
することが必要である。（会計法第２９条の３第４項）

2,323,840 2,257,840 66.2% A 通訳 10
アジア大洋
州局

4
「ダボス会議に伴う同時通訳」
業務委嘱

平成20年1月18日 株式会社リンガバンク
東京都港区西新橋３－１５－
３

通常、総理（大臣）の外国訪問は直前に公表されるため、
事前公示による入札は不可能であり、大臣の発言を伝え
る同時通訳者は高い技術が不可欠であるところ、この種
の公式通訳が可能な経験豊富な者を多数擁している業
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）

2,254,400 2,254,400 98.9% A 通訳 4 経済局

5
「在外経理サーバネットワーク
接続のためのマスタ作成」業務
委嘱

平成20年1月21日
株式会社 富士通ビジネ
スシステム

東京都文京区後楽１－７－２
７

本契約の相手方は、当該機器の所有者により当該機器
保守等にかかる代理店に指定されており、他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）（会計法第２９条
の３第４項）

13,924,533 13,739,250 99.9% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

6
「査証ＷＡＮ次期査証事務支援
システム機能改良開発」業務
委嘱

平成20年1月21日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・
費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）

2,210,796 2,210,796 58.1% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

7
「北方領土の日啓発事業」業務
委嘱

平成20年1月21日
北方領土の日啓発実行
委員会

北海道札幌市中央区北一条
東１

本件契約先団体は、本啓発事業実施のために関連の諸
機関・団体より組織されており、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

1,097,460 1,097,460 31.5% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

8
「外国公館等情報システム改
修」業務委嘱

平成20年1月23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改修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、業務効率・
費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）

10,300,500 10,300,500 96.1% H ｼｽﾃﾑ関係 1-6 儀典官室

9
「無停電電源装置バッテリ交換
等」業務委嘱

平成20年1月23日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

本契約の相手方は、本件設備等の製造メーカー若しくは
長期にわたり保守業務を行ってきた実績を有しており、必
要な知識・技術力・蓄積されたノウハウの他補修部品の
調達能力、緊急時の対応等を含めて優れており、他に競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

5,843,880 5,843,880 51.5% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

10
ジャパン・フェスティバルに伴う
外務大臣主催レセプション・
ケータリング契約

平成20年1月23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

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札
を行う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある
数社より見積を招請した結果、本契約の相手方の提示し
た金額が最も廉価であり、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

1,580,145 1,580,145 78.8% E
レセプション･
ケータリング

1-8
広報文化
交流部

11
「ワン・ワールド・フェスティバル
（大阪）における『国際協力に
ついて語ろう』」開催業務委嘱

平成20年1月31日
特定非営利活動法人関
西国際交流団体協議会

大阪府大阪市天王寺区上本
町８丁目２－６

当団体が本件事業の事務局を勤めており、他に競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

1,994,191 1,994,191 88.3% D
事業実施･会
議運営等

5
国際協力
局

12

在外公館用ＦＭ放送機等無線機の保
守・運用指導に係わる契約の締結並
びに本契約に係わる技術者の旅券
発給について（平成１９年度後期派遣
分）

平成20年1月15日 株式会社 ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

競争を許さない場合又は緊急の必要を理由とする場合
政府調達協定第１５条１（ｂ）：美術品、排他的権利の保護、技
術的理由による競争の不存在

20,074,050 20,074,050 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局 政府調達

13
アルバニア共和国首相一行接
遇（宿舎等契約）

平成20年2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）

1,988,880 1,988,880 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

14
アルバニア共和国首相一行接
遇（車両借上契約）

平成20年2月1日 日本交通株式会社
東京都千代田区永田町２―
１１―１

日程が直前に確定したため、事前に公示のうえ競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招聘し、同時を本契約相手方とした。（会計法第２９条
の３第４項）

2,059,080 1,720,700 83.6% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

15
日本外交文書（昭和期Ⅱ第一
部第五巻）の印刷・製本

平成20年2月4日 株式会社白峰社
東京都豊島区東池袋５－４９
－６

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

3,818,862 3,091,200 80.9% K 物品製造 1-9
その他大臣
官房

16
「アフリカ・インフラ・コンソーシ
アム第４回年次会合」開催業務
委嘱

平成20年2月4日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１－
１６

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、唯一の入札
業者である同社を指名しており、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）

2,259,196 2,257,500 99.9% D
事業実施･会
議運営等

5
国際協力
局

17
バーレーン外相一行接遇（宿
舎等契約）

平成20年2月5日
株式会社ペニンシュラ
東京

東京都港区虎ノ門１－２３－
７

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）

1,076,460 1,076,460 100.0% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

18
「国際原子力協力室が主催す
る国際会議」開催業務委嘱

平成20年2月6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

日程が直前に確定したため、再公示の上、競争入札を行う時
間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より見積
を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も廉価
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）

7,682,536 6,926,961 90.2% D
事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

19
「管理者評価システムセキュリ
ティ対策」業務委嘱

平成20年2月6日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

4,301,850 4,301,850 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-2 人事課

20
「本省書庫内黴埃拭き取り」業
務委嘱

平成20年2月8日 株式会社フミテック 東京都港区芝浦２－１３－６

本件契約先が開発した薬剤や特許を取得している作業方法
が、慎重な取り扱いを要する文化財及び保存施設の環境維持
改善業務向けとして安全性・防黴において最も高い評価を受
けており、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

2,570,610 2,570,610 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

21
「Ｇ８保健専門家会合」開催業
務委嘱

平成20年2月12日
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

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

2,738,377 2,618,360 95.6% D
事業実施･会
議運営等

2
総合外交
政策局

22
「本省メールサーバセキュリ
ティ対策」業務委嘱

平成20年2月14日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムへのセキュリティ対策を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効
率・費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）

9,945,075 9,945,075 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

23
「外交史料館収蔵資料の黴拭
き取り」業務委嘱

平成20年2月14日 株式会社フミテック 東京都港区芝浦２－１３－６

本件契約先が開発した薬剤や特許を取得している作業方法
が、慎重な取り扱いを要する文化財及び保存施設の環境維持
改善業務向けとして安全性・防黴において最も高い評価を受
けており、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

3,608,535 3,608,535 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

24
「ジャパンエコー　アンソロ
ジー：南京事件」の購入

平成20年2月14日
株式会社ジャパンエ
コー

東京都千代田区内幸町２－
２－１

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,528,000 3,528,000 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

25

「日露草の根交流事業（ロシア
科学アカデミー・カマロフ名称
植物学研究所副所長兼植物園
長）」業務委嘱

平成20年2月15日
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－
２－３

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

2,104,768 2,072,896 98.5% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

26
「ＩＣ旅券用入力機改修」業務委
嘱

平成20年2月19日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
現在稼働中の機器の改修を同機器の開発業者である契約の
相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

12,101,308 10,395,000 85.9% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

27
「電信申請受付システム構築」
業務委嘱

平成20年2月19日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１

新外務省ホームページに付帯するシステムの構築を同システ
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、業
務効率・費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）

11,182,500 9,975,000 89.2% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

28
ＯＤＡ広報テレビ番組「関口知
宏の地球サポーター」衛星放
送契約

平成20年2月19日 株式会社博報堂 東京都港区芝浦３－４－１
本件テレビ番組で使用する映像素材は、本契約の相手方が著
作権を有しており他に競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

9,345,000 9,345,000 100.0% J
その他業務
委嘱

5
国際協力
局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

29
「査証ＷＡＮ機能追加」業務委
嘱

平成20年2月19日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

6,177,150 6,177,150 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

30
「在外公館向け公邸用規格食
器」作成契約

平成20年2月19日
カガミクリスタル株式会
社

茨城県竜ケ崎市向陽台４－
５

公邸にて使用する食器類は全公館統一規格で配備している
が、本契約の相手方は当該食器製作に使用する「型」を唯一
所有しており、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

4,013,103 4,013,103 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

31
「在外公館向け公邸用規格食
器」作成契約

平成20年2月19日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

公邸にて使用する食器類は全公館統一規格で配備している
が、本契約の相手方は当該食器製作に使用する「型」を唯一
所有しており、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

2,736,930 2,736,930 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

32
「在留届電子届出システム改
修」業務委嘱

平成20年2月19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改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,485,927 2,384,865 95.9% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

33
中国国務院委員一行接遇（宿
舎等契約）

平成20年2月19日
株式会社ホテルニュー
オータニ

東京都千代田区紀尾井町４
－１

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

1,034,769 1,034,769 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

34
「日本外交文書（昭和期Ⅱ第一
部第五巻）」校正業務委嘱

平成20年2月21日 有限会社悠書館
東京都文京区本郷２－３５－
２１－３０２

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

3,220,437 3,177,038 98.7% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

35
イスラエル首相一行訪日接遇
（宿舎等契約）

平成20年2月22日
株式会社ホテルニュー
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）

7,168,174 7,168,174 100.0% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

36 外務省関係法令集の製版 平成20年2月22日 第一法規株式会社
東京都港区南青山２－１１－
１７

契約の相手方は昭和49年以来法令集の製版を行っており、編
集著作権を有していることから、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

5,308,367 5,131,681 96.7% K 物品製造 1-1 総務課

37
「清華大学党委書記等招へい」
業務委嘱

平成20年2月22日
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

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

2,351,800 1,923,592 81.8% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

38
イスラエル首相一行訪日接遇
（車両借上契約）

平成20年2月22日
株式会社日の丸リムジ
ン

東京都港区赤坂２－６－１８

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

1,992,460 1,372,562 68.9% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

39
バングラデシュ外務担当顧問
一行接遇（宿舎等契約）

平成20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

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）

1,277,359 1,277,359 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

40
エストニア外相一行訪日接遇
（宿舎等契約）

平成20年2月25日
株式会社ホテルニュー
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）

1,489,707 1,489,707 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

41
「戦略的招へい事業（仏・伊報
道関係者招へい）」業務委嘱

平成20年2月27日
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

日程が直前に確定したため、再公示の上、競争入札を行う時
間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より見積
を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も廉価
であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第５項）

3,326,686 3,325,075 100.0% C
招へい･賓客
接遇

1-7
報道官組
織

42
「関係国外務省専門家招聘」業
務委嘱

平成20年2月27日
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－
２－２

閣僚クラスを招へいし、日本の要人との会見や意見交換等を
行う本件事業の接遇には細心の注意を必要とするところ、類
似の事業により蓄積したノウハウ及び卓越した実績がある同
協会は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）

1,591,592 1,591,592 100.0% C
招へい･賓客
接遇

8
国際情報
統括官

43
クロアチア共和国大統領一行
接遇（宿舎等契約）

平成20年2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）

2,917,855 2,917,855 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

44
クロアチア共和国大統領一行
接遇（宿舎等契約）

平成20年2月28日 株式会社京都ホテル
京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町５３
７ー４

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

1,878,768 1,878,764 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

45
スーダン大統領補佐官一行接
遇（宿舎等契約）

平成20年2月29日
株式会社ホテルニュー
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）

1,564,311 1,564,311 100.0% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

46
本省内執務室セキュリティー
ゲート設置工事契約

平成20年2月29日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

東京都江東区豊洲３－３－３
現在稼働中のシステムの追加工事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、業務効率・費用面
から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

8,696,310 8,199,000 94.3% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

47
エアーシューターステーション
増設工事契約

平成20年2月29日
株式会社ＳアンドＳエン
ジニアリング

神奈川県川崎市川崎区駅前
本町１２－１

本契約の相手方は、本件設備等の製造メーカー若しくは長期
にわたり保守業務を行ってきた実績を有しており、必要な知
識・技術力・蓄積されたノウハウの他補修部品の調達能力、緊
急時の対応等を含めて優れており、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

3,578,163 3,570,000 99.8% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

48
「在外公館用通信機器」賃貸
借・保守契約

平成20年3月1日
センチュリー・リーシン
グ・システム株式会社
富士通株式会社

東京都港区浜松町２―４―１
東京都港区東新橋１－５－２

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・費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）

6,052,012 6,052,012 100.0% F
保守・管理
（機械・設備）

1-3 通信課

49
モンゴル国外務大臣一行招聘
接遇（宿舎等契約）

平成20年3月2日
株式会社ホテルニュー
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）

1,838,165 1,838,165 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

50
「海外安全ホームページ用
サーバ機器更新」業務委嘱

平成20年3月4日
日立インターメディック
ス株式会社

東京都千代田区神田錦町２
－１－５

現在稼働中のシステムのサーバ機器更新を同システムの開
発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費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）

10,920,000 10,920,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

51
「総合的文書管理システム
サーバ移行に伴う基本・詳細
設計」業務委嘱

平成20年3月4日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

8,951,250 8,951,250 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

52
「外務省学習管理システム機
能改修」業務委嘱

平成20年3月4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改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,495,850 2,495,850 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

53 ＭＲＶ作成機消耗品の購入 平成20年3月5日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
本件消耗品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）

10,105,603 10,105,200 100.0% L 物品購入 7 領事局

54
カンボジア副首相兼国防大臣
一行招聘接遇（宿舎等契約）

平成20年3月5日
株式会社ホテルニュー
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）

1,523,686 1,523,686 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

55
「東京平和構築シンポジウム２
００８」開催業務委嘱

平成20年3月6日 株式会社ビーズ 東京都港区赤坂２－１５－４
再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

11,213,033 10,687,156 95.3% D
事業実施･会
議運営等

2
総合外交
政策局

56
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）閣僚級準備会合に伴う
同時通訳」業務委嘱

平成20年3月6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

大臣（または副大臣）日程詳細の決定までに時間を必要とする
状況であるが、ガボン入国者には黄熱病の予防接種が必要で
あることから競争入札に付す時間的猶予がなく（接種後１０日
目から予防接種証明書が有効となることから、３月１８日入国
として３月７日までに予防接種を受けなければならない）、過去
に同様の業務経験がある数社より見積を招請した結果、本契
約の相手方の提示した金額が最も廉価であり、他に競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

10,848,000 8,776,500 80.9% A 通訳 14
中東アフリ
カ局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

57
「日米硫黄島戦没者合同慰霊
追悼顕彰式典」に伴う航空機
借り上げ契約

平成20年3月7日
株式会社日本航空イン
ターナショナル

東京都港区浜松町２－４－１
再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

15,000,000 14,662,107 97.7% J
その他業務
委嘱

11 北米局

58
「ウィルス対策サーババージョ
ンアップ」業務委嘱

平成20年3月7日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

8,979,600 8,979,600 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

59
「外務省ＬＡＮ資産管理等シス
テム機能強化・改善」業務委嘱

平成20年3月7日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

6,854,400 6,854,400 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

60
「外務省ＬＡＮセキュリティ対策
システム機能強化・改善」業務
委嘱

平成20年3月7日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

6,531,000 6,531,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

61 執務参考資料「全索」の購入 平成20年3月10日 日本加除出版株式会社
東京都豊島区南長崎３－１６
－６

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,688,000 2,688,000 100.0% L 物品購入 7 領事局

62
「在外ＬＡＮ用簡易型ファイル
サーバシステム設計」業務委
嘱

平成20年3月10日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムに付帯するシステムの設計を同システ
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、業
務効率・費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）

2,512,125 2,512,125 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

63
「アルゼンチン外務大臣室長招
聘」業務委嘱

平成20年3月10日
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

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

1,377,453 1,365,964 99.2% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

64 執務参考用資料の購入 平成20年3月11日 株式会社紀伊國屋書店
東京都渋谷区東３－１３－１
１

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,730,650 3,730,650 100.0% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

65
「ハバロフスク地方議会議長招
聘」業務委嘱

平成20年3月12日
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

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

1,667,468 1,641,708 98.5% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

66
「アジア紛争下での女性尊厳
事業の一環としての韓国にお
ける調査」業務委嘱

平成20年3月12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

本件調査は、道義的観点及び人権保護の観点から調査の対
象となる個人のプライバシーを守る必要があることから、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）

1,038,151 1,038,151 100.0% B 調査・研究 10
アジア大洋
州局

67
「本省用パソコンマスタデータ
更新」業務委嘱

平成20年3月13日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在使用中のマスタデータの更新をマスタデータの設計業者
である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面
から他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

6,508,425 6,508,425 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

68
「共通プラットフォーム用サー
バＯＳ更新」業務委嘱

平成20年3月13日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１

現在稼働中のシステムのサーバＯＳの入れ替えを同システム
の開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務
効率・費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）

1,323,000 1,323,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

69 「査証ＷＡＮ改修」業務委嘱 平成20年3月14日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

現在稼働中のシステムの改修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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

37,099,860 27,678,000 74.6% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

70
「創造的パートナーシップのた
めの日・ニュージーランド会議」
開催業務委嘱

平成20年3月14日
株式会社コンベンション
リンケージ

東京都千代田区三番町２
再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

3,942,174 3,903,066 99.0% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

71
「在外公館用パソコンマスタ
データ更新」業務委嘱

平成20年3月14日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在使用中のマスタデータの更新をマスタデータの設計業者
である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面
から他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,762,412 3,762,412 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

72
ペルー大統領一行招聘接遇
（宿舎等契約）

平成20年3月14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）

2,648,780 2,648,780 100.0% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

73
ペルー大統領一行招聘接遇
（車両借上契約）

平成20年3月14日 日本交通株式会社
東京都千代田区永田町２－
１１－１

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行
う時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より
見積を招請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も
廉価であり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

1,633,370 1,558,142 95.4% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

74
「音声自動対応システム機能
拡張」業務委嘱

平成20年3月17日 株式会社シーイーシー 渋谷区恵比寿南１－５－５
本契約の相手方は、開発業者により当該機器保守等にかかる
代理店に指定されており、他に競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

5,362,560 5,197,500 96.9% H ｼｽﾃﾑ関係 1-1 総務課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

75
「Ｇ８サミット用パソコンマスタ作
成」業務委嘱

平成20年3月18日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの保守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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

4,177,404 2,864,400 68.6% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

76 「官民若手交流事業」業務委嘱 平成20年3月19日
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

競争に付したが応札者がなかったため、過去に実績のあ
る同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、
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）

3,018,532 2,493,524 82.6% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

77
「Ｇ８サミット外相会合用パソコ
ンマスタ作成」業務委嘱

平成20年3月19日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

現在稼働中のシステムの保守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、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,071,376 2,090,550 68.1% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

78
ウクライナ外相一行招聘接遇
（宿舎等契約）

平成20年3月19日
株式会社ホテルニュー
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）

1,164,806 1,164,806 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

79
トンガ首相一行訪日接遇（宿舎
等契約）

平成20年3月21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）

2,007,597 2,007,597 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

80
「ＴＩＣＡＤ農業専門家会合」開
催業務委嘱

平成20年3月24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
日程が直前に確定したため、再公示の上、競争入札を行う時
間的余裕がなく、唯一の入札業者である同社を指名してお
り、、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

4,306,730 4,306,730 100.0% D
事業実施･会
議運営等

5
国際協力
局

81
アフガニスタン共同調整モニタ
リングボード（ＪＣＭＢ）会合

平成20年1月28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

日程が直前に確定したため、事前に公示の上競争入札を行う
時間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より見
積を招請し、同社を本契約相手方とした。

10,698,132 8,680,050 81.1% D
事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

82
アフガニスタン共同調整モニタ
リングボード（ＪＣＭＢ）会合

平成20年1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

地理的要件、これまでの実績、警備等について総合的に勘案
した結果同社を選定した。

8,133,984 8,133,984 100.0% D
事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

83

「高村外務大臣の第４４回ミュ
ンヘン安全保障会議への出
席」に伴う同時通訳者の契約
に要する支出について

平成20年1月30日 株式会社 リンガバンク
東京都港区西新橋３－１５－
３　上地ビル３階

通常、大臣の外国訪問は直前に公表されるため、事前公示に
よる入札は不可能であり、大臣の発言を伝える同時通訳者は
高い技術が不可欠であるところ、この種の公式通訳が可能な
経験豊富な者を多数擁している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。

2,050,000 2,050,000 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

84
「外務省身分証明書・入退庁管
理システム」用ＩＣカードの購入

平成20年1月31日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

東京都江東区豊洲３－３－３
一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものであ
るが、本ＩＣカード購入単価についてもその競争条件としており
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

4,091,850 3,260,250 79.7% L 物品購入 １－４ 会計課

85
「にっぽにあ」（ＮＯ．４１及びＮ
Ｏ．４３）の購入

平成20年2月25日 株式会社平凡社
東京都文京区白山２－２９－
４

本資料は発行元である㈱平凡社が著作権等の排他的権利の
保護を有するものであり、性質上競争入札に適さないので、同
社との随意契約を行うこととする。

1,690,920 1,606,374 95.0% L 物品購入 １－８
広報文化
交流部



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類) (主管局課)

契約金額
備　　考

落札率

86
「にっぽにあ」（ＮＯ．４４）の購
入について

平成20年2月28日 株式会社平凡社
東京都文京区白山２－２９－
４

本資料は発行元である、（株）平凡社が著作権の排他的権利
の保護との関連を有するものであり、性質上競争入札に適さ
ないので、同社との随意契約を行うこととしたい。

1,729,350 1,642,883 95.0% L 物品購入 １－８
広報文化
交流部

87
「国連ジャーナル」２００８年春
号の購入について

平成20年3月17日
財団法人日本国際連合
協会

東京都千代田区大手町２－
６－２

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。

2,673,554 2,673,554 100.0% L 物品購入 2
総合外交
政策局

88
ニャン・ベトナム副首相兼教育
訓練大臣一行に係る接遇経費
の支出

平成20年3月21日 株式会社 帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

一行の希望、地理的要件、これまでの実績、警備等について
総合的に勘案した結果同社を選定した。

1,853,579 1,853,579 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

件数： 88

契約金額： 634,304,391

契約種類：A物品製造、B物品購入、C賃貸借、D通訳、E調査・研究、F招へい・賓客接遇、G事業実施・会議運営等、Hﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、I保守・管理（機械/設備）、J工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Kｼｽﾃﾑ関係、L情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Mその他業務委嘱、

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・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

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。




