
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 101 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 3 件

②　 一般競争方式（①以外） 42 件

③　 指名競争方式 1 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 21 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 32 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23年7月1日～9月30日）



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23年7月1日～9月30日）

1
「パーソナルコンピューター等
賃貸借・保守」業務委嘱

平成23年9月1日
ケイディーディーアイ株式会社
エヌ・ティ・ティ・ファイナンス株式会
社

東京都新宿区西新宿２－３－２
東京都港区芝浦１－２－１

2 461,936,861 278,996,256 60.3% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

2
「障害対応用サーバ等賃貸借・
保守」業務委嘱

平成23年9月12日
株式会社富士通エフサス
東京センチュリーリース株式会社

東京都中央区銀座７－１６－１２
東京都港区浜松町２－４－１

1 49,459,776 48,404,160 97.8% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

3
「外交文書のマイクロフィルム
及び電子画像データ作成」業
務委嘱

平成23年9月21日 株式会社ニチマイ 東京都文京区本郷１－１０－９ 5 - @83円ほか - J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

単価契約

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．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

契約種類：　　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保守・管理（機械/設備）　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

327,400,416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



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23年7月1日～9月30日）

1
「自家発電機保守点検専門技術
者派遣」業務委嘱

平成23年7月1日 社団法人日本外交協会
東京都港区麻布台３－１－
２

3 30,914,270 20,506,034 66.3% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

2
「海外開発ジャーナル誌等レポー
ト・メーリングサービス」業務委嘱

平成23年7月1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

1 11,479,383 9,999,990 87.1% I
情報配
信・モニタ
リング

5
国際協力
局

3
「現地ＯＤＡタスクフォース遠隔セ
ミナー」業務委嘱

平成23年7月1日 株式会社フォーラムワン
東京都杉並区南荻窪２－１
６－１７

6 9,136,336 5,079,900 55.6% D
事業実
施・会議
運営

5
国際協力
局

4
「緑の気候基金移行委員会第２
回会合開催」業務委嘱

平成23年7月1日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

4 9,156,950 4,091,440 44.7% D
事業実
施・会議
運営

5
国際協力
局

5
「四島交流受入（地震・火山専門
家）」業務委嘱

平成23年7月1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 3,406,749 2,518,454 73.9% C
招聘・賓
客接遇

13 欧州局

6
「在バングラデシュ日本国大使館
旧事務所分室売却に係る不動産
関連調査」業務委嘱

平成23年7月5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

3 2,100,000 1,260,000 60.0% B
調査・研
究

1-5
在外公館
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 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



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23年7月1日～9月30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）

7
「イラン及びイラク等湾岸情勢調
査・分析ユニット」業務委嘱

平成23年7月12日
財団法人日本エネルギー経済
研究所

東京都中央区勝どき１－１
３－１

2 3,434,550 3,367,472 98.0% B
調査・研
究

8
国際情報
統括官

8
「旅券の高度化に係る調査」業務
委嘱

平成23年7月14日
社団法人ビジネス機械・情報シ
ステム産業協会

東京都港区西新橋３－２５
－３３

1 14,239,209 14,008,500 98.4% B
調査・研
究

7 領事局

9
「日本の軍縮・不拡散外交第五版
の翻訳」業務委嘱

平成23年7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 3 3,850,812 965,790 25.1% J
その他業
務委嘱

3
軍縮不拡
散・科学
部

10

「『中央アジア＋日本』対話　東京
対話　特別セッション『日本・中央
アジア経済フォーラム』開催」業
務委嘱

平成23年7月14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 1,414,215 824,745 58.3% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

11
「草の根文化無償資金協力候補
案件の解析」業務委嘱

平成23年7月22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

2 11,137,350 8,715,000 78.3% B
調査・研
究

1-8
広報文化
交流部

12
「世論調査（電話調査方式）」業
務委嘱

平成23年7月25日 株式会社ＫＤＤＩエボルバ
東京都新宿区西新宿２－３
－２

4 4,541,250 4,000,500 88.1% B
調査・研
究

1-7
外務報道
官

13
「タイ人公邸料理人育成指導」業
務委嘱

平成23年7月29日
株式会社ケーソフトエンタープ
ライズ

東京都千代田区大手町１－
７－２

2 9,137,018 6,762,000 74.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課



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23年7月1日～9月30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）

14
「委託調査　貿易自由化が消費
者にもたらす影響分析」業務委嘱

平成23年7月29日
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

東京都港区西新橋２－１８
－２

3 4,119,068 1,341,532 32.6% B
調査・研
究

4 経済局

15
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機本体」の購入

平成23年8月3日 株式会社ケンウッド
東京都八王子市石川町２９
６７－３

2 9,373,350 5,040,000 53.8% L 物品購入 7 領事局

16
「第二回国連平和維持活動に係
る幹部要員訓練コース開催」業
務委嘱

平成23年8月8日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

4 24,663,959 19,366,470 78.5% J
その他業
務委嘱

2
総合外交
政策局

17
「元島民による北方領土を語る会
（於：モスクワ）開催」業務委嘱

平成23年8月8日 日本通運株式会社
東京都港区東新橋１－９－
３

7 3,582,048 2,959,829 82.6% C
招聘・賓
客接遇

13 欧州局

18
「『国会提出予定テキスト（日・ペ
ルー経済連携協定）』印刷・製本」
業務委嘱

平成23年8月18日 有限会社コウシングラフィック
東京都千代田区神田須田
町１－８－３

9 3,004,050 2,384,835 79.4% K 物品製造 6 国際法局

19
「開発援助調査研究（ポストＭＤＧ
ｓ研究）」業務委嘱

平成23年08月26日
財団法人国際開発高等教育機
構

東京都港区赤坂７－１－１６ 4 8,672,300 6,980,792 80.5% B
調査・研
究

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23年08月29日 松吉医科器械株式会社
東京都文京区湯島３－１４
－９

2 12,631,500 9,801,750 77.5% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房



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23年7月1日～9月30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）

21
「乗用自動車（四輪駆動ワゴンタ
イプ）１台の納入及び発送」業務
委嘱

平成23年08月29日
双葉インターナショナル株式会
社

東京都中央区日本橋蛎殻
町１－１２－６

1 3,614,100 3,200,000 88.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

22
「開発援助調査研究（ブラジルに
よる途上国支援の実態及び援助
政策の現状）」業務委嘱

平成23年08月30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

4 9,858,700 9,397,500 95.3% B
調査・研
究

5
国際協力
局

23
「開発援助調査研究（主要国のＯ
ＤＡ制度の比較・分析）」業務委嘱

平成23年08月30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

6 8,427,300 6,651,272 78.9% B
調査・研
究

5
国際協力
局

24
「２０１１年国連軍縮フェローシッ
プ計画本邦研修」業務委嘱

平成23年08月30日
社団法人国際交流サービス協
会

東京都千代田区霞ヶ関２－
２－１

4 6,123,601 4,872,371 79.6% C
招聘・賓
客接遇

3
軍縮不拡
散・科学
部

25
「飯倉公館LED照明交換」業務委
嘱

平成23年08月31日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－
１４２

11 7,223,205 3,903,900 54.0% F
保守・管
理（機械・
設備）

1-9
その他大
臣官房

26
「在外公館医務官室用医療機器
『超音波画像診断装置一式』」の
購入

平成23年08月31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

1 5,435,850 3,696,000 68.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

27
「在外公館医務官室用医療機器
『自動血球計数装置一式』」の購
入

平成23年08月31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

3 3,604,650 2,362,500 65.5% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房



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23年7月1日～9月30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）

28
「在外公館医務官室用医療機器
『生化学検査システム』」の購入

平成23年08月31日 株式会社五葉
東京都文京区湯島２－７－
１２

2 2,742,600 2,336,250 85.2% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

29
「在外公館医務官室用医療機器
『心電図解析装置一式』」の購入

平成23年08月31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

3 3,342,150 1,837,500 55.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

30 「ルーター用ＩＯＳライセンス」購入 平成23年09月01日 ケイディーディーアイ株式会社
東京都新宿区西新宿２－３
－２

3 6,592,950 3,697,281 56.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

31
在外公館施設の保守・維持管理
業務にかかる補助職員派遣契約
(Aグループ)

平成23年09月02日 社団法人日本外交協会
東京都港区麻布台３－１－
２

2 58,716,042 49,264,851 83.9% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

32
「世界環境会議（ＧＥＡ）国際会議
支援」業務委嘱

平成23年09月02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

2 -
46,645,695

（5,620,000）
- D

事業実
施・会議
運営

5
国際協力
局

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額

46,645,695円のうち、取り
決めにより当省負担額
は、5,620,000円となって

いる。

33
在外公館施設の保守・維持管理
業務にかかる補助職員派遣契約
(Bグループ)

平成23年09月02日 社団法人日本外交協会
東京都港区麻布台３－１－
２

2 30,534,806 24,517,704 80.2% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

34 「在外公館執務参考用図書」購入 平成23年09月05日 株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保
町１－１

1 6,138,035 6,001,630 97.7% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房



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23年7月1日～9月30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）

35

「経済協力評価報告書データ
ベース・検索システムのアプリ
ケーション開発及び導入」業務委
嘱

平成23年09月07日 アクシオヘリックス株式会社 沖縄県那覇市西２－１６－３ 4 10,078,194 5,668,950 56.2% H
システム
関係

1-9
その他大
臣官房

低入札価格調査済み。

36
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回目）札幌受入患者支
援」業務委嘱

平成23年09月07日 株式会社日本旅行北海道
北海道札幌市中央区南一
条西４－１６

2 2,066,074 1,452,798 70.3% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

37

「政府開発援助（ＯＤＡ）国別デー
タブック２０１１年版」日本語版の
作成に係る編集・印刷・製本・ＣＤ
－ＲＯＭ製作，及び英語版の
データ更新」業務委嘱

平成23年09月12日 株式会社ディグ 東京都中央区湊２－８－７ 5 4,769,100 3,900,015 81.7% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

38
「四島交流受入（歴史専門家及び
生態系専門家）」業務委嘱

平成23年09月16日 株式会社ブルーシップトラベル
東京都文京区本郷３－１８
－１４

6 5,582,115 4,139,668 74.1% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

39
「アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）全体
高級実務者会合（ＳＯＭ）開催」業
務委嘱

平成23年09月28日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

3 3,351,503 1,925,200 57.4% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

40

「開発援助調査研究業務（アフリ
カ諸国における低炭素成長・持続
可能な開発戦略」の策定に向け
た検討）」業務委嘱

平成23年09月29日
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

東京都港区港南２－１６－４ 3 11,068,200 9,453,391 85.4% B
調査・研
究

5
国際協力
局

41
「ネットワーク関連機器等一式」
購入

平成23年09月29日 株式会社ティーズフューチャー 東京都中央区明石町８－１ 3 8,790,782 4,806,826 54.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課



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23年7月1日～9月30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）

42
「同時通訳・音響システム等」購
入

平成23年09月30日
株式会社サイマル・テクニカル
コミュニケーションズ

東京都中央区築地１－１２
－６

3 13,819,487 8,800,000 63.6% L 物品購入 1-7
外務報道
官

件数： 42件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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

291,860,640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保守・管理（機械/設備）　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



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成23年7月1日～9月30日）

1
「大臣政務官主催『ＪＥＴプログラ
ムレセプション』開催」業務委嘱

平成23年8月29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 1,495,200 1,365,000 91.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
広報文化
交流部

件数： 1件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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

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保守・管理（機械/設備）　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

No. 件名 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

1,365,000円



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23年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数

1
「安全保障に関する知的交
流事業の実施」業務委嘱

平成23年7月7日
財団法人平和・安全保障研
究所

東京都港区赤坂１－
８－６

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）。

5,668,000 5,593,000 98.6% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

2
「総理大臣及び外務大臣の
国際会議出席に伴う通訳」
業務委嘱

平成23年7月7日
日本コンベンションサービス
株式会社

東京都千代田区霞
が関１－４－２

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、競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,335,000 ＠5,000ほか - A 通訳 1-4 会計課 単価契約 5

3
「官房要員語学研修」業務
委嘱

平成23年7月26日
学校法人佐野学園神田外語
キャリアカレッジ

東京都千代田区内
神田２－１３－９

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）

10,970,000 10,804,290 98.4% J
その他業
務委嘱

9 研修所 2

4

「対ロシア技術支援日本セ
ンター巡回講座・訪日研修
『人事労務管理（極東
部）』」業務委嘱

平成23年8月1日
公益財団法人日本生産性本
部

東京都渋谷区渋谷３
－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）。

10,700,000 10,697,442 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局 3

5

「在外経理システムの業
務・システム最適化計画
（改定版）工程管理支援等
のためのコンサルタント」業
務委嘱

平成23年8月1日 アクセンチュア株式会社
東京都港区赤坂１－
１１－４４

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）。

12,290,000 9,817,496 79.9% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

5

6

「対ロシア技術支援日本セ
ンターＯＪＴ研修事業『観光
ビジネス（極東部）』」業務
委嘱

平成23年8月1日
公益財団法人日本生産性本
部

東京都渋谷区渋谷３
－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）

7,700,000 7,696,694 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局 3

7
「パンフレットがんばれ日
本！－世界は日本と共に
ある（仮）の作成」業務委嘱

平成23年8月3日 株式会社日新社
東京都文京区湯島２
－２４－６

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）。

3,000,000 2,940,000 98.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官

21

8
「ホームページ『日本留学
総合ガイド』運営」業務委嘱

平成23年8月5日 株式会社メディアンスフリー
東京都港区西新橋１
－１８－１１

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

3,338,560 3,333,750 99.9% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

7

9
「グローバルフェスタＪＡＰＡ
Ｎ２０１１」開催業務委嘱

平成23年8月10日
株式会社ＪＴＢコミュニケー
ションズ

東京都品川区上大
崎２－２４－９

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

31,000,000 30,748,987 99.2% D
事業実
施・会議
運営

5
国際協力
局

7

10
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成23年8月10日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区
豊崎３－２０－１

企画競争の結果、同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）。

2,099,000 1,991,640 94.9% J
その他業
務委嘱

9 研修所 3

11
「危機管理要員研修」業務
委嘱

平成23年8月22日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区赤坂４－
２－６

企画競争の結果、同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）。

5,642,000 5,538,000 98.2% J
その他業
務委嘱

7 領事局 2

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



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23年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数
No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

12
「新しい日露関係・専門家
対話開催」業務委嘱

平成23年8月23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 2,696,430 98.8% C
招聘・賓
客接遇

13 欧州局 2

13
「アフガニスタン情勢セミ
ナーの開催」業務委嘱

平成23年8月25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

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）。

6,437,786 5,086,229 79.0% D
事業実
施・会議
運営

8
国際情報
統括官

1

14
「在外危機管理セミナー開
催」業務委嘱

平成23年8月29日
ＮＫＳＪリスクマネジメント株式
会社

東京都新宿区西新
宿１－２４－１

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

7,867,000 7,739,725 98.4% D
事業実
施・会議
運営

7 領事局 2

15
「国際機関向け人材発掘・
育成研修コース」業務委嘱

平成23年8月30日
財団法人国際開発高等教育
機構

東京都港区赤坂７－
１－１６

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

19,632,000 19,343,190 98.5% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

1

16

「外務省ＩＴ広報業務の業
務・システム最適化にかか
るプロジェクト・マネジメン
ト」業務委嘱

平成23年9月1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）。

20,845,125 20,790,000 99.7% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官

3

17

「２０１１年版政府開発援助
（ＯＤＡ）白書（仮称）（日本
語版及び英語版）執筆（一
部）・編集・英訳・製本・発
送等」業務委嘱

平成23年9月1日 佐伯印刷株式会社
大分県大分市古国
府１１５５－１

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）。

19,250,000 18,900,000 98.1% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

5

18
「日蘭平和交流事業実施」
業務委嘱

平成23年9月6日 株式会社ＪＴＢ法人東京
東京都港区新橋１－
１８－１６

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）。

22,513,000 22,509,102 99.9% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

19
「日米草の根平和交流招
へいプログラム」業務委嘱

平成23年9月12日 株式会社ＪＴＢ法人東京
東京都港区新橋１－
１８－１６

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）。

25,761,000 21,846,360 84.8% C
招聘・賓
客接遇

11 北米局 1

20

「報道関係者招へい『東日
本大震災後の復興に向け
た日本の歩み（第１グルー
プ）』（仮）」業務委嘱

平成23年9月21日
株式会社電通パブリックリ
レーションズ

東京都中央区銀座２
－１６－７

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

7,574,000 7,556,214 99.7% C
招聘・賓
客接遇

1-7
外務報道
官

4

21
「北方四島住民支援事業
（北方四島医師・看護師等
研修事業）」業務委嘱

平成23年9月30日 根室市役所
北海道根室市常磐
町２－２７

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）。

6,134,000 6,130,000 99.9% J
その他業
務委嘱

13 欧州局 1

件数： 21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．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

契約種類：　　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保守・管理（機械/設備）　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

221,758,549円



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23年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数

1
「北方四島住民招聘事
業（日本語習得Ⅱ）」業
務委嘱

平成23年7月22日
社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中
央区北一条東１－
２－５

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）。

14,155,857 14,155,857 100.0% C
招聘・賓
客接遇

13 欧州局 1

2
「北方四島住民招聘事
業（一般：釧路管内）」
業務委嘱

平成23年9月14日
社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中
央区北一条東１－
２－５

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、他に競争を許さないため（会
計法第２９条の３第４項）。

7,480,000 7,480,000 100.0% C
招聘・賓
客接遇

13 欧州局 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．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

契約種類：　　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保守・管理（機械/設備）　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

No. 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

21,635,857円

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（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 （契約期間　平成23年7月1日～9月30日）

1
「平成２３年度北方四島住民支援事
業（患者受入れ：第３回目）患者の支
援及び啓発」業務委嘱

平成23年7月1日 根室市役所
北海道根室市常磐町２
－２７

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

5,329,168 5,329,168 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

2
「在中国大使館における基幹通信網
機器等の移設」業務委嘱

平成23年7月4日
三菱電機株式会
社

東京都千代田区丸の内
２－７－３

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

7,542,384 7,542,384 100.0% F
保守・管
理（機械・
設備）

1-3
情報通信
課

3
「在中国大使館における査証事務支
援システム機器移設および保守点
検」作業業務委嘱

平成23年7月13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保守
業務を同システムの開発業者で
ある契約の相手方に委嘱するも
のであり、通信に障害を及ぼす
ことなく安定運用を確実に遂行
しうる者は他になく、他に競争を
許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

7,360,524 7,360,524 100.0% F
保守・管
理（機械・
設備）

7 領事局

4
「在ナイジェリア日本大使館事務所・
公邸新営計画実施設計及び現地コ
ンサルタント選定協力」業務委嘱

平成23年7月15日
株式会社黒川紀
章建築都市設計
事務所

東京都港区赤坂９－５
－１４

本件実施設計業務が可能な者
は、当該基本設計者である本契
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）。

79,727,280 78,670,000 98.6% G
工事・建
築サービ
ス

1-5
在外公館
課

5
「リビア（ベンガジ）訪問における警備
員の雇い上げ」業務委嘱

平成23年7月19日
コントロール・リス
クス・グループ株
式会社

東京都港区赤坂４－２
－６

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２９条の３第４項）

1,786,350 1,786,350 100.0% J
その他業
務委嘱

14
中東アフ
リカ局

6
「在中国大使館のクローズド・オープ
ンＬＡＮ機器移設作業」業務委嘱

平成23年7月20日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

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

8,254,080 8,254,080 100.0% F
保守・管
理（機械・
設備）

1-3
情報通信
課

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（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 （契約期間　平成23年7月1日～9月30日）

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

7
「在外ＬＡＮ用ＢＢＳサーバ・リプレイ
ス作業」業務委嘱

平成23年7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

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

7,189,875 7,189,875 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

8
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第３回）治療」業務委嘱

平成23年7月22日 市立根室病院
北海道根室市有磯町１
－２

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

7,466,871 7,466,871 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

9
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第３回目）患者の支援及び啓発」
業務委嘱

平成23年7月22日
中標津町役場 北海道標津郡中標津町

丸山２－２２

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

2,773,279 2,773,279 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

10
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第３回目）治療業務」業務委嘱

平成23年7月22日
町立中標津病院

北海道標津郡中標津町
西１０条南９－１－１

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

1,298,778 1,298,778 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

11
「グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２０１1Ｎ
ＧＯ事務局」業務委嘱

平成23年7月25日
特定非営利活動
法人国際協力Ｎ
ＧＯセンター

東京都新宿区西早稲田
２－３－１８

本件業務は、その業務内容及
び性質により、グローバルフェス
タＪＡＰＡＮ２０１1の共催者であ
る同団体のみが行い得る業務
であり、他に競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

3,056,427 3,056,427 100.0% D
事業実
施・会議
運営

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 （契約期間　平成23年7月1日～9月30日）

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

12
ラオス副首相兼外務大臣一行接遇
（宿舎等契約）

平成23年7月26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、受入態勢など総
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）。

1,329,405 1,329,405 100.0% C
招聘・賓
客接遇

10
アジア大
洋州局

13

「在外公館の開閉館等に伴う在留届
電子届出システムの改修作業（在ジ
ブチ大、在コンゴ（共）大、在コタキナ
バル駐）」業務委嘱

平成23年7月28日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

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

1,372,140 1,372,140 100.0% H
システム
関係

7 領事局

14
「基幹通信網通信システムの移設作
業」業務委嘱

平成23年8月1日
三菱電機株式会
社

東京都千代田区丸の内
２－７－３

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）

2,689,968 2,689,968 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

15
「危機管理システムの地上波デジタ
ルに伴うシステム変更」業務委嘱

平成23年8月2日
ソニービジネスソ
リューション株式
会社

東京都港区高輪４－１０
－１８

現在稼働中のシステムの変更を
同システムの構築業者である契
約の相手方に委嘱するものであ
り、システムに障害を及ぼすこと
なく業務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）

1,921,500 1,921,500 100.0% H
システム
関係

2
総合外交
政策局

16
「統合Ｗｅｂ環境のＩＰｖ６対応に伴う回
線契約」業務委嘱

平成23年8月15日

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーション
ズ株式会社 財務
部

東京都千代田区内幸町
１－１－６

現在契約中の電気通信役務の
提供を引き続き受けるものであ
り、他に競争を許さないため（会
計法第２９条の３第４項）。

807,568 807,568 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官

17
「在外公館用ＦＭ放送機等無線機の
保守・運用指導（前期）」業務委嘱

平成23年8月16日
株式会社ケンウッ
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）。

24,036,160 24,036,160 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

18
「米副大統領一行接遇（宿舎等契
約）」業務委嘱

平成23年8月19日
株式会社ホテル
オークラ東京

東京都港区虎ノ門２－１
０－４

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）。

1,029,150 1,029,150 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室



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23年7月1日～9月30日）

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

19
「マンスフィールド研修計画（日米行
政官交流計画）における第１６期研
修員の日本語研修」業務委嘱

平成23年8月22日
学校法人長沼ス
クール東京日本
語学校

東京都渋谷区南平台町
１６-２６

再度の入札を持ってしても落札
者がなかったため、唯一の入札
業者である同社に対し予定価格
範囲内で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）。

2,328,524 2,319,148 99.6% J
その他業
務委嘱

11 北米局

20
「アジア・紛争下での女性尊厳事業
（韓国第２回目）」業務委嘱

平成23年8月25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）。

1,336,154 1,336,154 100.0% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

21
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回目）患者の支援及び啓発」
業務委嘱

平成23年8月31日 根室市役所
北海道根室市常盤町２
－２７

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

3,076,882 3,076,882 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

22
「領事業務情報システム現行旅券作
成機との連携機能開発」業務委嘱

平成23年9月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

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

71,857,800 71,857,800 100.0% H
システム
関係

7 領事局

23
「申請書画像ファイリングサーバの撤
去作業」業務委嘱

平成23年9月5日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

本件サービスが可能な者は、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）。

3,780,000 3,780,000 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局



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23年7月1日～9月30日）

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

24
「コロンビア大統領一行接遇（宿舎等
契約）」業務委嘱

平成23年9月9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
２９条の３第４項）

2,778,500 2,778,500 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

25
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回目）患者の支援及び啓発」
業務委嘱

平成23年9月12日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町
丸山２－２２

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

2,657,632 2,657,632 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

26
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回目）治療」業務委嘱

平成23年9月12日 市立根室病院
北海道根室市有磯町１
－２

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

2,057,795 2,057,795 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

27
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回目）治療」業務委嘱

平成23年9月12日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町
西１０条南９－１－１

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

1,052,390 1,052,390 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

28
「トレンドマイクロ社製品バージョン
アップ作業」業務委嘱

平成23年9月15日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

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

12,751,200 12,751,200 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課



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23年7月1日～9月30日）

No. 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 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

29
「フィリピン大統領一行接遇（宿舎等
契約）」業務委嘱

平成23年9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、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２９条の３第４項）

3,950,163 3,950,163 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

30
「リビア（トリポリ）訪問における警備
員の雇い上げ」業務委嘱

平成23年9月22日
コントロール・リス
クス・グループ株
式会社

東京都港区赤坂４－２
－６

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）

3,430,500 3,430,500 100.0% J
その他業
務委嘱

14
中東アフ
リカ局

31
「ＯＤＡ掲載情報集計システム改修作
業」業務委嘱

平成23年9月30日
株式会社日立製
作所

東京都江東区新砂１－
６－２７

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）。

26,485,830 26,485,830 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

32
「外務省施設の保安に関する保守点
検」業務委嘱

平成23年9月30日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－
１１－４

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）。

1,104,990 1,104,990 100.0% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

件数： 32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．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所
　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

契約種類：　　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保守・管理（機械/設備）　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

302,552,611円




