
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 143 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） 51 件

③　 指名競争方式 2 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 25 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 60 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26年7月1日～9月30日）
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別記様式２ 　（契約一覧）

① 　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

1 乗用自動車交換購入業務一式 平成26年8月18日 東京トヨタ自動車株式会社 東京都港区三田３－１１－３４ 2 22,456,512 18,631,913 82.9% L 物品購入 1-4 会計課

2
「外交記録のマイクロフィルム及
び電子画像データ並びに目次
データ等作成」業務委嘱

平成26年9月1日 東京ソフト株式会社 東京都品川区大井１－２８－１ 6 － @97.2他 － J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

単価契約

3
「ソフトウェアライセンス並びにメ
ディア作成作業」業務委嘱

平成26年9月16日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 4 26,136,000 18,175,651 69.5% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

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

契約相手方の名称 契約相手方の住所

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD

36,807,564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
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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26年7月1日～9月30日）

1

「ＯＤＡ評価『保健関連ミレニアム
開発目標（ＭＤＧｓ）達成に向けた
日本の取組の評価』委託調査」業
務委嘱

平成26年7月2日 みずほ情報総研株式会社 東京都千代田区神田錦町２－３ 3 17,483,453 15,168,587 86.7% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

2
「ＯＤＡ評価『パキスタン国別評
価』委託調査」業務委嘱

平成26年7月2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 14,807,033 14,515,200 98.0% B 調査・研究 1-8

その他大
臣官房

3
「ＯＤＡ評価『メコン地域のＯＤＡ案
件に関わる日本の取組の評価』
委託調査」業務委嘱

平成26年7月2日 株式会社国際開発センター 東京都品川区東品川４－１２－６ 2 15,144,761 13,716,000 90.5% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

4
「ＯＤＡ評価『ケニア国別評価』委
託調査」業務委嘱

平成26年7月2日
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ株式会社

東京都港区虎ノ門５－１１－２ 3 15,782,850 13,637,935 86.4% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

5
「ＯＤＡ評価『相対的に所得水準
の高い国に対する無償資金協力
の評価』委託調査」業務委嘱

平成26年7月2日 株式会社国際開発センター 東京都品川区東品川４－１２－６ 1 12,416,225 12,096,000 97.4% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

6
「ＯＤＡ評価『緊急事態における人
道支援の評価』委託調査」業務委
嘱

平成26年7月2日 株式会社アンジェロセック 東京都新宿区西新宿６－５－１ 3 14,660,818 11,152,119 76.0% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

7
「外交青書英語要約版翻訳・印
刷・製本及び市販版の発送」業務
委嘱

平成26年7月2日 株式会社ファイブ・シーズ 東京都文京区本郷１－１７－２ 2 3,136,104 2,699,784 86.0% P 印刷・製本 2
総合外交
政策局

8
「『安保理改革セミナー』開催」業
務委嘱

平成26年7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 5 5,460,906 4,920,552 90.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

9
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第３回目）札幌受入支援」業
務委嘱

平成26年7月9日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

2 3,144,318 2,627,210 83.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

10 「ＬＡＮ敷設作業等」業務委嘱 平成26年7月14日
イメージシステムエンジニアリング株
式会社

東京都三鷹市下連雀４－１６－３
０

13 2,268,000 527,040 23.2% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

11
「旅券発給申請書のマイクロフィ
ルム複製作成」業務委嘱

平成26年7月18日 株式会社ニチマイ 東京都文京区本郷１－１０－９ 5 － @4,790円 － J
その他業
務委嘱

7 領事局 単価契約

12
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機及び備品等」の購入

平成26年7月24日 株式会社ＪＶＣケンウッド
神奈川県横浜市神奈川区守屋町
３－１２ 1 8,794,440 8,553,600 97.2% L 物品購入 7 領事局

13

「第４４回アジア太平洋国会議員
連合（ＡＰＰＵ）総会及び第７８回
理事会における同時通訳」業務
委嘱

平成26年7月28日 株式会社クロスインデックス 東京都港区芝浦３－２０－２ 6 1,533,000 1,066,080 69.5% A 通訳 10
アジア大
洋州局

14
「自家発電装置保守点検専門技
術者派遣」業務委嘱

平成26年8月1日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３－５－８ 2 22,136,890 18,512,496 83.6% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所 応札者数契約相手方の名称
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所 応札者数契約相手方の名称

15
「在外公館向けクリスマスカード
の製作・納入」業務委嘱

平成26年8月1日 株式会社福井朝日堂
京都府京都市中京区三条通麩屋
町東入弁慶石４０

3 － ＠97.2 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

16
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成26年8月5日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 2 5,207,502 4,198,800 80.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

17
「ＯＤＡ評価『法制度整備支援の
評価』委託調査」業務委嘱

平成26年8月6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

2 15,000,720 13,500,000 89.9% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

18
「人種差別撤廃条約政府報告審
査にかかる同時通訳」業務委嘱

平成26年8月7日 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 東京都港区港南１－８－４０ 2 3,074,640 1,937,520 63.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

本件は，当省含む６省庁によ
る共同事業であり，契約金額
は1,937,520円（内，外務省負
担額は322,920円）

19
「在外公館医務官室用医療機器
(自動血球計数装置及び心電図
解析装置）」の購入

平成26年8月11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 5,715,360 4,860,000 85.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

20
「在外公館医務官室用医療機器
（超音波画像診断装置）」の購入

平成26年8月11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 5,184,000 3,672,000 70.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

21
「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26年8月11日 株式会社五葉 東京都文京区本郷３－４－６ 1 2,539,080 2,403,000 94.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

22
「日・オーストラリア経済連携協定
に関わる条約テキスト等の印刷・
製本」業務委嘱

平成26年8月11日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 4 － ＠2.10他 － P 印刷・製本 6 国際法局 単価契約

23
「日ＡＳＥＡＮ関連国際会議開催に
かかる準備」業務委嘱

平成26年8月12日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 6 10,203,270 6,403,100 62.7% 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6,403,100円（内，
外務省負担額は，2,417,225
円）

24
「女性が輝く社会に向けた国際シ
ンポジウム関連行事等支援」業務
委嘱

平成26年8月12日 株式会社日本旅行 東京都港区新橋２－２０－１５ 5 3,917,902 2,699,647 68.9% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

25
「マンスフィールド研修計画（日米
行政官交流計画）研修員に対す
る日本語研修」実施委嘱

平成26年8月12日
学校法人長沼スクール東京日本語
学校

東京都渋谷区南平台町１６－２６ 1 1,821,999 1,638,898 89.9% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

26
「『政府開発援助（ＯＤＡ）国別
データブック２０１４年版』日本語
版編集・印刷・製本」業務委嘱

平成26年8月13日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 4 3,182,760 2,803,680 88.0% P 印刷・製本 4 経済局

27 「外務省研修所」労働者派遣契約 平成26年8月13日 株式会社ティム・プラニング 東京都豊島区東池袋４－１４－１ 5 － ＠1,458 － N 派遣職員 9 研修所 単価契約

28
「経済連携協定に係る調査」業務
委嘱

平成26年8月19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

2 3,980,880 3,848,958 96.6% B 調査・研究 4 経済局
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所 応札者数契約相手方の名称

29
緊急時邦人保護体制の整備に係
る無線機及び備品等の購入

平成26年8月26日 株式会社コムフォース
東京都中央区日本橋浜町３－４２
－３

2 4,191,480 2,743,200 65.4% L 物品購入 7 領事局

30
「国連軍縮フェローシップ計画（本
邦研修事業）」運営業務委嘱

平成26年8月27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 5,954,839 5,264,143 88.4% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

31
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

平成26年8月27日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 2 2,719,760 2,632,600 96.7% Y 研修 1-5
在外公館
課

32 「ターミナルアダプタ」の購入 平成26年8月28日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 3 2,555,712 1,922,400 75.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

33
「在外公館執務参考用図書」の購
入

平成26年9月1日 株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保町１－
１

2 5,151,880 4,765,488 92.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

34
「北方四島住民支援事業（北方四
島医師・看護師等研修事業）受入
支援」業務委嘱

平成26年9月2日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

5 6,236,588 3,592,640 57.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

35
「海洋安全保障・災害救援能力構
築支援セミナー開催に係る会議
運営等」業務委嘱

平成26年9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 3 3,952,476 3,417,748 86.4% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

36
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第５回）釧路受入支援」業務
委嘱

平成26年9月4日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

2 3,228,906 2,349,760 72.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

37
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第５回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成26年9月5日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

3 2,408,925 1,814,280 75.3% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

38
「在外公館医務官室用備品」の購
入

平成26年9月10日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 2 6,730,560 6,479,351 96.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

39

「開発援助調査研究業務（我が国
ＯＤＡにおける無償と借款のブレ
ンディング制度に係る調査研究）」
業務委嘱

平成26年9月10日
デロイトトーマツファイナンシャルアド
バイザリー株式会社

東京都千代田区丸の内３－３－１ 3 9,424,938 5,309,280 56.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

40
「四島交流受入（歴史文化専門
家）」業務委嘱

平成26年9月11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 3 2,661,054 1,793,875 67.4% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

41
「日トルコ科学技術大学設立に向
けた調査」業務委嘱

平成26年9月18日
特定非営利活動法人アジア科学教
育経済発展機構

東京都中央区新川１－２４－１２ 3 9,957,859 7,987,680 80.2% B 調査・研究 14
中東アフリ
カ局

42

「東アジア低炭素成長パートナー
シップ対話（ハイレベル・フォーラ
ム）における開催・運営及び接
遇」業務委嘱

平成26年9月18日 株式会社アイ・エス・エス 東京都港区三田３－１３－１２ 1 6,087,585 6,082,203 99.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

5



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所 応札者数契約相手方の名称

43
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

平成26年9月18日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 2 4,673,790 3,147,507 67.3% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

44
「ＡＲＦ宇宙セキュリティワーク
ショップ開催」業務委嘱

平成26年9月18日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

5 1,311,756 981,720 74.8% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

45
「ＯＤＡ評価『草の根技術協力に
関する評価』委託調査」業務委嘱

平成26年9月19日 株式会社アンジェロセック 東京都新宿区西新宿６－５－１ 3 13,402,158 10,905,397 81.3% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

46
「『多層的ネットワーク構築事業』
における欧州有識者の招聘・接
遇」業務委嘱

平成26年9月22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 15,954,062 14,926,533 93.5% S
（目）委託
費

13 欧州局

47
「在外における不動産市場価格
等報告書作成」業務委嘱

平成26年9月22日 株式会社ＧＲＥＣ
大阪府大阪市中央区法円坂１－
２－７

3 7,099,488 5,928,120 83.5% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

48
「広報冊子『海外安全虎の巻』印
刷，製本，発送等」業務委嘱

平成26年9月25日 敷島印刷株式会社
熊本県熊本市南区近見４－８－３
１

9 6,114,960 5,209,920 85.1% P 印刷・製本 7 領事局

49
「広報文化外交戦略課」労働者派
遣

平成26年9月25日 株式会社ティム・プラニング 東京都豊島区東池袋４－１４－１ 3 － ＠1,749 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

50
「ハーグ条約に基づく裁判手続き
における翻訳」業務委嘱

平成26年9月29日 株式会社エァクレーレン 東京都港区赤坂３－４－４ 1 － ＠37.80 － A 通訳 7 領事局 単価契約

51 「自動車ガソリン等」の購入 平成26年9月30日 中外石油株式会社 東京都千代田区六番町２－２ 2 － ＠176他 － L 物品購入 1-4 会計課 単価契約

件数： 51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

264,412,051円
契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O
TICAD

6



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

1
「外務大臣表彰レセプションに係
るケータリング」業務委嘱

平成26年7月25日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 4 1,248,750 807,840 64.6% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-2 人事課

2
「情報セキュリティ対策自己点検
サーバ等」の購入

平成26年9月8日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 2 12,689,946 12,420,000 97.8% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

件数： 2件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典、1-7．外務報道官・広報文化組織、1-8．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

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

応札者数

13,227,840円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O
TICAD

7



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26年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数

1
「『日独フォーラム第２３回合
同会議』日本側事務局運
営」業務委嘱

平成26年7月1日
公益財団法人日本国際交流
センター

東京都港区南麻布４
－９－１７

企画競争の結果，同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）。

9,941,000 9,940,780 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

2
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

平成26年7月4日
一般財団法人日本国際協力
センター

東京都新宿区西新宿
２－７－１

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

44,695,000 41,040,141 91.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

3
「『日韓歴史家会議』日本側
事務局運営」業務委嘱

平成26年7月7日
公益財団法人日韓文化交流
基金

東京都港区虎ノ門５
－１２－１

企画競争の結果，同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）。

3,672,000 3,671,320 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

4

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（ラオス国
農業分野，環境・エネル
ギー分野，職業訓練・産業
育成分野）」業務委嘱

平成26年7月10日
株式会社かいはつマネジメン
ト・コンサルティング

東京都港区南麻布５
－９－３

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

50,000,000 49,846,161 99.6% B 調査・研究 5
国際協力
局

2

5

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（ケニア共
和国　農業分野，食料・食
品分野，職業訓練・産業育
成分野）」業務委嘱

平成26年7月10日 株式会社日本開発サービス
東京都港区虎ノ門１
－１４－１

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

50,000,000 31,717,054 63.4% B 調査・研究 5
国際協力
局

4

6

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（ミャン
マー連邦共和国　農業分
野，食料・食品，職業訓練・
産業育成分野）」業務委嘱

平成26年7月10日 株式会社日本開発サービス
東京都港区虎ノ門１
－１４－１

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

50,000,000 27,192,136 54.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

7

7

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（バングラ
デシュ国　環境・エネル
ギー・廃棄物処理分野，医
療保健分野，教育分野）」業
務委嘱

平成26年7月24日 アイ・シー・ネット株式会社
埼玉県さいたま市中
央区下落合４－１４－
３

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

50,000,000 49,879,147 99.7% B 調査・研究 5
国際協力
局

2

8

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築に係るプ
ラットフォームの制作・運営
及び管理」業務委嘱

平成26年7月30日 株式会社あとらす二十一
東京都新宿区西新宿
２－１－１

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）。

11,321,000 9,964,090 88.0% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

9
「国際機関向け人材育成研
修コース」業務委嘱

平成26年7月31日 ＴＡＣ株式会社
東京都千代田区三崎
町３－２－１８

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）。

14,000,000 13,405,563 95.7% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

3

10
「２０１４年版政府開発援助
（ＯＤＡ）白書（仮称）」製本
（印刷）等業務委嘱

平成26年8月5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）。

18,055,000 18,036,000 99.8% P 印刷・製本 5
国際協力
局

3

11
「ホームページ『日本留学総
合ガイド』運営」業務委嘱

平成26年8月6日 株式会社ジェイ・キャスト
東京都千代田区二番
町１２－８

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

4,000,000 3,821,796 95.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

8



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26年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

12
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成26年8月6日 株式会社インタラック
東京都千代田区富士
見２－１０－２

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）。

2,590,000 2,492,570 96.2% Y 研修 9 研修所 4

13

「海外向けグラフィック日本
事情発信誌『にぽにか（ｎｉｐ
ｏｎｉｃａ）』制作・複製及び納
入」業務委嘱

平成26年8月11日 株式会社平凡社
東京都千代田区神田
神保町３－２９

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）。

63,973,000 63,835,128 99.7% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

14
「『日本と国連～日本の外交
政策と国連の重要性～』パ
ンフレットの作成」業務委嘱

平成26年8月15日 株式会社日新社
東京都新宿区山吹町
３３３

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 1,998,000 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

2
総合外交
政策局

5

15

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

平成26年8月15日
インタナシヨナル映画株式会
社

東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

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

①44,811,000
②－

①33,986,304
②＠80,000他

①75.84%
②－

Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

②単価契約 11

16
「国際協力６０周年にかかる
広報業務の提案および実施
のための企画等」業務委嘱

平成26年8月22日 株式会社電通
東京都港区東新橋１
－８－１

企画競争の結果，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）。

180,640,000 179,150,400 99.1% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

5

17
「国際協力６０周年パンフ
レットの作成」業務委嘱

平成26年8月27日
株式会社エフビーアイ・コミュ
ニケーションズ

東京都渋谷区神宮前
２－２６－８

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

2,300,000 2,067,120 89.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

11

18
「日米草の根平和交流招聘
プログラム」業務委嘱

平成26年9月2日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都新宿区西新宿
３－７－１

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）。

22,557,000 21,526,244 95.4% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 2

19
「平和構築人材育成事業」
業務委嘱

平成26年9月3日
一般社団法人広島平和構築
人材育成センター

広島県広島市南区宇
品海岸１－１１－１１

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

85,373,295 83,595,044 97.9% S
（目）委託
費

2
総合外交
政策局 1

20
「『中高生向け政策広報映
像資料』の制作」業務委嘱

平成26年9月9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）。

6,000,000 5,832,000 97.2% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

21
「在外安全対策セミナー」業
務委嘱

平成26年9月10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）。

60,406,479 49,612,420 82.1% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 3

22
「日蘭平和交流事業実施」
業務委嘱

平成26年9月10日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都新宿区西新宿
３－７－１

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）。

20,124,000 20,089,805 99.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 2

23

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築のための
外国テレビ番組制作チーム
招聘」業務委嘱

平成26年9月17日
インタナシヨナル映画株式会
社

東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

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

13,600,000 13,159,110 96.7% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

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26年7月1日～9月30日）

備考２

応募者数
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

24
「日豪草の根計画（第二次）
実施」業務委嘱

平成26年9月17日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都新宿区西新宿
３－７－１

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）。

10,435,000 10,420,370 99.8% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

2

25
「マンガによる小中学生向け
外務省紹介パンフレットの
作成」業務委嘱

平成26年9月18日 株式会社少年写真新聞社
東京都千代田区九段
南４－７－１６

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）。

4,000,000 2,624,400 65.6% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

件数： 25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

714,916,799円

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD

10



別記様式２ 　（契約一覧）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「安保理改革アウトリーチ会
合」会場借上契約

平成26年7月1日

株式会社プリンスホ
テル
軽井沢プリンスホテ
ル

長野県北佐久群軽井
沢町軽井沢１０１６－
７５

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，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)。

1,896,443 1,896,443 100.0% M 賃貸借 2
総合外交
政策局 1

2
「北方四島住民支援事業
（一般：長崎）」業務委嘱

平成26年9月22日
独立行政法人北方領
土問題対策協会

東京都台東区北上野
１－９－１２

公募を実施した結果、応募が一者のみであり、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)。

22,165,721 22,165,721 100.0% D
事業実施・
会議運営

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、1-7．外務報道官・広報文化組織、1-8．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

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

随意契約理由

24,062,164円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）

1
「外務大臣のキルギス，ウクライナ訪問
に伴うチャーター機運行」業務委嘱

平成26年7月1日 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

日程が直前に確定したため，競争入
札を行う時間的余裕がなく，同種の業
務経験を有する者より見積もりを招請
し，最も廉価であった同社を本契約の
相手方とし，他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

45,000,000 45,000,000 100.0% U 輸送 13 欧州局

2
「在外経理システム用ハードウェア及び
ソフトウェア等保守」業務委嘱

平成26年7月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
本件サービスの提供が可能な業者は
本契約の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

3,839,130 3,839,130 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

3
「外国公館等情報システムの運用支援
及び機器保守」業務委嘱

平成26年7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）。

1,138,728 1,138,728 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

4
「領事関連データ管理システムの保守
付随作業」業務委嘱

平成26年7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）。

－ @526,500他 － H
システム
関係

7 領事局 単価契約

5
「プリンターの賃貸借及び保守」業務委
嘱

平成26年7月1日

①沖電気工業株式会
社
②芙蓉総合リース株式
会社

①東京都港区芝浦４－１０－
１６
②東京都千代田区三崎町３
－３－２３

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ，引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り，業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

－  ＠21,000他 － H
システム
関係

1-3
情報通信
課

単価契約
三者契約

6
「ＯＤＡホームページ不正腐敗情報受付
窓口の各在外公館対応ページ作成」業
務委嘱

平成26年7月3日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

本件サービスの提供が可能な業者は
本契約の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

2,160,000 2,160,000 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

7
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回目）受入支援及び啓発」業務委嘱

平成26年7月4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）。

3,227,333 3,227,333 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

8
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回目）治療」業務委嘱

平成26年7月4日 北海道大学病院
北海道札幌市北区北１４条
西５

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

1,781,892 1,781,892 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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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26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

9
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回目）治療」業務委嘱

平成26年7月4日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９－１－１

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

1,344,540 1,344,540 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

10
「領事業務情報システム（査証・統合プ
ラットフォーム要件定義・基本設計対応）
業務一式」業務委嘱

平成26年7月7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）。

26,282,880 26,282,880 100.0% H
システム
関係

7 領事局

11
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回目）受入支援及び啓発」業務委嘱

平成26年7月10日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７

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

2,710,068 2,710,068 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

12
「ＡＳＥＡＮ関連外相会議における同時
通訳」業務一式

平成26年7月10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)。

2,697,000 2,697,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

13
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回目）治療」業務委嘱

平成26年7月10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）。

2,526,487 2,526,487 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

14
「総理大臣パプアニューギニア訪問に際
しての航空機運航支援」業務委嘱

平成26年7月11日
株式会社アイ・エー・エ
ス・エス

東京都中央区日本橋茅場町
３－８－８

日程が直前に確定したため，競争入
札を行う時間的余裕がなく，同種の業
務経験を有する者より見積もりを招請
し，最も廉価であった同社を本契約の
相手方とし，他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）。

21,002,096 21,002,096 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局

15
「総理大臣中南米訪問における同時通
訳」業務委嘱

平成26年7月11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)。

7,478,000 7,478,000 100.0% A 通訳 12 中南米局

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26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

16
「総理大臣中南米訪問における同時通
訳」業務委嘱

平成26年7月11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

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)。

2,619,000 2,619,000 100.0% A 通訳 12 中南米局

17
｢外部通信中継サーバの改修作業｣業
務委嘱

平成26年7月11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）。

2,410,560 2,410,560 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

18
「『グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２０１４』Ｎ
ＧＯ事務局運営」業務委嘱

平成26年7月15日
特定非営利活動法人
国際協力ＮＧＯ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ＪＡＰＡＮ２
０１４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）。

3,001,813 3,001,813 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

19
「在留届電子届出システム及び在留邦
人向けメールマガジン配信システム保
守付随作業」業務委嘱

平成26年7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）。

－ ＠270,000他 － H
システム
関係

7 領事局 単価契約

20
「外務大臣米国訪問における同時通訳
（共同記者会見）」業務委嘱

平成26年7月18日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６

通訳業務については，極めて高度な
通訳能力，国際会議等における豊富
な実績に加え，発言者である総理・大
臣の特有の言い回しや用語に習熟
し，総理・大臣自身の希望に適った相
性のよい通訳者を確保することが不
可欠であり，他に競争を許さないため
(会計法第２９条の３第４項)。

1,476,350 1,476,350 100.0% A 通訳 11 北米局

21
「査証事務支援システムのソフト改修」
業務委嘱

平成26年7月31日 株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

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

9,645,480 9,645,480 100.0% H
システム
関係

7 領事局

22
「アジア・紛争下での女性尊厳事業」業
務委嘱

平成26年8月5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）。

1,581,762 1,581,762 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

23 外交史料館所蔵資料の脱酸処理作業 平成26年8月6日
株式会社プリザベー
ション・テクノロジーズ・
ジャパン

埼玉県さいたま市中央区円
阿弥７－３－２３

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,294,380 1,294,380 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

24
「在外公館向け公邸会食用規格食器（ク
リスタルグラス）の製作・納入業務」業務
委嘱

平成26年8月8日
カガミクリスタル株式会
社

茨城県龍ケ崎市向陽台４－
５

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）。

6,043,346 6,043,346 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

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26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

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

平成26年8月8日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

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

5,657,692 5,657,692 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

26
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（和食器：漆器）の製作・納入業務」業務
委嘱

平成26年8月8日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

3,614,868 3,614,868 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

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26年8月8日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西十
条南９－１－１

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

2,904,915 2,904,915 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

28
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
４回目）受入支援及び啓発」業務委嘱

平成26年8月8日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７

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

2,451,754 2,451,754 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

29
「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26年8月8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）。

2,244,845 2,244,845 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

30
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
４回目）治療」業務委嘱

平成26年8月8日
北海道立子ども総合医
療・療育センター

北海道札幌市手稲区金山一
条１－２４０－６

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

1,943,850 1,943,850 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

31
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（和食器：京陶器）の製作・納入業務」業
務委嘱

平成26年8月8日 有限会社柏庵
京都府京都市東山区泉桶寺
東林町３９－２５

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）。

1,831,248 1,831,248 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

32
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（洋食器：陶磁器）の製作・納入業務」業
務委嘱

平成26年8月8日
株式会社ノリタケカン
パニーリミテド

東京都港区虎ノ門１－１３－
８

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）。

1,057,341 1,057,341 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

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26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

33 「在外公館警備指導」業務委嘱 平成26年8月12日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－６

当初、指名競争入札による契約相手
選定を予定していたが、応札希望業
者が一者であったことから入札が成立
せず、再度入札手続きを実施すること
が極めて困難な状況となるも、緊急に
契約を行う必要があり、他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

72,787,134 72,787,134 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

34
「在外公館用ＦＭ放送機等無線機の保
守・運用指導」業務委嘱

平成26年8月15日
株式会社ＪＶＣケンウッ
ド

神奈川県横浜市神奈川区守
屋町３－１２

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

24,475,876 24,475,876 100.0% T
在外公館
維持管理

7 領事局

35
「利用者認証サーバ増設作業」業務委
嘱

平成26年8月18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）。

6,393,945 6,393,945 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

36
「女性が輝く社会に向けた国際シンポジ
ウムの会議運営・設営等」業務委嘱

平成26年8月20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

本契約の相手方は，本件事業の共催
相手が選定した業者であり，事業の
一体性の観点から，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

13,248,543 13,248,543 100.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

37
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（グラス）の製作・納入業務」業務委嘱

平成26年8月21日
カガミクリスタル株式会
社

茨城県龍ヶ崎市向陽台４－
５

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

26,438,400 26,438,400 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

38
「総理大臣のバングラデシュ，スリランカ
訪問に伴うチャーター機運航」業務委嘱

平成26年8月22日 日本航空株式会社
東京都品川区東品川２－４
－１１

日程が直前に確定したため，競争入
札を行う時間的余裕がなく，同種の業
務経験を有する者より見積もりを招請
し，最も廉価であった同社を本契約の
相手方とし，他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

43,000,000 43,000,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

39
「在外公館ホームページの作成追加」業
務委嘱

平成26年8月26日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

本件サービスの提供が可能な業者は
本契約の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

5,940,000 5,940,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

40 インド首相一行接遇（宿舎等契約） 平成26年8月27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）。

6,382,480 6,382,480 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

41
「日印首脳共同記者発表にかかる同時
通訳機材設営」業務委嘱

平成26年8月27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

開催場所が直前に確定したため，競
争入札を行う時間的余裕がなく，同種
の業務経験を有する者より見積を招
請し，最も廉価であった同社を本契約
の相手方とし，他に競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,214,460 1,214,460 100.0% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

42

「外務省海外旅行登録『たびレジ』の在
外公館参照機能開始に伴うネットワーク
設定変更及び統合トップページ設置」業
務委嘱

平成26年8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）。

3,078,000 3,078,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

43 インド首相一行接遇（車両借上） 平成26年8月28日
京都観光自動車株式
会社

京都府京都市南区東九条下
殿田町５０

警備及び日程調整上，至急に請負業
者を決定する必要があったが，競争
入札を行う時間的余裕がないため，
過去に同様の業務経験がある同社を
本契約相手方とし，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,234,000 1,234,000 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

44 「領事業務情報システム改修」業務委嘱 平成26年8月28日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

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

1,166,400 1,166,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

45 「在外公館用プリンター」賃貸借・保守 平成26年9月1日

①新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社
②リコーリース株式会
社

①東京都中央区新川２－２０
－１５
②東京都江東区東雲１－７
－１２

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ、引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り、業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

3,330,834 3,330,834 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

46
「ＫＤＤＩビジネスメール及びＫＤＤＩクラウ
ドプラットフォームサービス」の購入

平成26年9月1日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

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

3,261,384 3,261,384 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

47 「テロ・誘拐対策実施訓練」業務委嘱 平成26年9月2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
当該研修の提供元と直接契約するも
のであり、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

1,050,000 1,050,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

48
「新統合Ｗｅｂ環境へのサイト新設対応
作業」業務委嘱

平成26年9月4日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

本件サービスの提供が可能な業者は
本契約の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,641,600 1,641,600 100.0% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

49
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
５回）受入支援及び啓発」業務委嘱

平成26年9月5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）。

1,926,894 1,926,894 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

50
「国際協力６０周年にかかる雑誌記事広
告掲載」業務委嘱

平成26年9月8日 株式会社文藝春秋
東京都千代田区紀尾井町３
－２３

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

3,272,400 3,272,400 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

51
「物品管理システム及び現地職員管理
システム改修」業務委嘱

平成26年9月10日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

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

8,078,400 8,078,400 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

52 「UTM装置等」賃貸借・保守 平成26年9月10日

①新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都中央区新川２－２０
－１５
②東京都千代田区神田練塀
町３

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ、引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り、業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

7,551,470 7,551,470 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
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26年7月1日～9月30日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

53
「ネットワーク関連機器一式」賃貸借・保
守

平成26年9月10日

①新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都中央区新川２－２０
－１５
②東京都千代田区神田練塀
町３

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ、引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り、業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

2,257,854 2,257,854 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

54
「アジア・紛争下での女性尊厳事業」業
務委嘱

平成26年9月10日
特定非営利活動法人
ＣＣＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町岡田西
１３８９

本件は、平成１８年度末で解散した財
団法人女性のためのアジア平和国民
基金が行っていた事業のフォローアッ
プ事業であり、道義的観点及び人権
保護の観点から個人のプライバシー
を守る必要があることから、本事業対
象者の個人情報を守りつつ本事業を
実施できるのは、同基金の事業に関
与した本契約の相手方の他になく、他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

1,218,267 1,218,267 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

55
「国連総会関連会合における同時通訳」
業務委嘱

平成26年9月16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)。

14,825,291 14,825,291 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

56
「新統合Ｗｅｂ環境ＣＭＳ機能改善」業務
委嘱

平成26年9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

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

11,880,000 11,880,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

57
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（漆器）の修理」業務委嘱

平成26年9月17日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,076,004 1,076,004 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

58
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（漆器）の修理」業務委嘱

平成26年9月19日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,692,792 1,692,792 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

59
「会計業務システム用ソフトウェア一式」
賃貸借・保守

平成26年9月25日

①株式会社日立製作
所
②日立キャピタル株式
会社

①東京都江東区新砂１－６
－２７
②東京都港区西新橋１－３
－１

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ、引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り、業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,245,560 1,245,560 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

60 「プリンター」賃貸借・保守 平成26年9月30日

①沖電気工業株式会
社
②芙蓉総合リース株式
会社

①東京都港区芝浦４－１０－
１６
②東京都千代田区三崎町３
－３－２３

当該機器等は今後も一定期間は業務
上の使用に耐えられるところ、引き続
き現行機器等を賃貸借することが同
等物件の新規調達に比べ割安であ
り、業務効率・運用面から他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

10,888,212 10,888,212 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

件数： 60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

451,523,558円

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD
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