
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 117 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 1 件

②　 一般競争方式（①以外） 37 件

③　 指名競争方式 5 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 15 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 1 件

⑥　 その他の随意契約方式 58 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10月1日～12月31日）

1



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10月1日～12月31日）

1 「サーバ機器一式」の購入 平成26年12月1日 キーウェアソリューションズ株式会社
東京都世田谷区上北沢５－３７－
１８

2 22,585,482 13,128,480 58.1% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

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、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

13,128,480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10月1日～12月31日）

1
「ソーシャルメディアを活用した効
果的な広報検討」業務委嘱

平成26年10月1日 株式会社トライバルメディアハウス 東京都中央区銀座２－１５－２ 4 8,100,000 8,100,000 100.0% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2
「条約集の編集及び印刷・製本」
業務委嘱

平成26年10月10日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 2 11,076,480 8,933,058 80.6% P 印刷・製本 6 国際法局

3

「開発援助調査研究業務『主要ド
ナー国によるＯＤＡ卒業国への支
援スキームと実態に係る調査研
究』」業務委嘱

平成26年10月14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 9,124,104 7,992,000 87.5% B 調査・研究 5
国際協力
局

4
「広報文化活動の実施評価調査」
業務委嘱

平成26年10月16日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－
３ 1 12,047,648 11,568,857 96.0% B 調査・研究 1-7

外務報道
官・広報文
化組織

5
「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26年10月17日
一般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１－１３－１ 1 3,055,000 2,514,024 82.2% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

6
「『ＯＤＡ評価ワークショップ』の開
催」業務委嘱

平成26年10月21日 株式会社レオズ・インターナショナル 東京都千代田区丸の内１－８－３ 2 9,446,711 9,050,400 95.8% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

7 「シュレッダー」の購入 平成26年10月23日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 3 8,840,880 7,395,840 83.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

8
「文化無償資金協力スポーツ分
野における調達機材リスト作成調
査」業務委嘱

平成26年10月29日
一般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 9,147,600 5,991,840 65.5% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

9 立石子弟寮給湯器交換工事 平成26年10月31日 株式会社東冷空調 東京都江東区富岡２－８－２ 3 8,669,879 4,168,800 48.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

10
「２０１４年Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｉｎｅ
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ受賞日本酒」の購入

平成26年11月6日 株式会社ＳＰＡＺＩＯ　ＩＤＥＡ 東京都世田谷区上馬２－９－８ 3 － ＠117,391他 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

11
「２０１４年Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｉｎｅ
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ受賞日本酒」の購入

平成26年11月6日 株式会社アイコーポレーション 東京都港区麻布十番２－３－３ 3 － ＠35,490他 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

12
「２０１４年Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｉｎｅ
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ受賞日本酒」の購入

平成26年11月6日 コンタツ株式会社 東京都中央区八重洲１－１－８ 3 － ＠33,615他 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

13
「『多層的ネットワーク構築事業』
における東南アジア有識者の招
聘・接遇」業務委嘱

平成26年11月7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 12,858,384 12,447,465 96.8% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

14 「国会便覧等」の購入 平成26年11月10日 株式会社文研堂書店 東京都千代田区永田町１－６ 3 1,917,000 1,580,371 82.4% L 物品購入 1-1
官房総務
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10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

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

15

「在エジプト日本国大使館新事務
所整備等に係る日本国内分及び
エジプト国内分財務モニタリング
協力」業務委嘱

平成26年11月10日
株式会社グローバル・グループ２１
ジャパン

東京都千代田区神田神保町２－
８

2 1,499,338 756,000 50.4% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

16
「執務室レイアウト変更等」業務
委嘱

平成26年11月13日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 1 12,678,660 11,880,000 93.7% J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

17

「総理大臣・外務大臣の外国訪問
後の外交施策に関する国内世論
調査・結果分析・施策評価・提言」
業務委嘱

平成26年11月14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 2,571,744 2,494,924 97.0% B 調査・研究 1-7

外務報道
官・広報文
化組織

18
「『多層的ネットワーク構築事業』
における香港等中国地域有識者
の招聘・接遇」業務委嘱

平成26年11月17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 － ＠38,200他 － S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

単価契約

19
「国連の主要議題に関するセミ
ナー開催」業務委嘱

平成26年11月21日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

3 3,899,319 3,446,582 88.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

20
「旅券冊子の発注・在庫管理の適
正化に関する調査・分析」業務委
嘱

平成26年11月26日
株式会社日本能率協会コンサルティ
ング

東京都港区虎ノ門３－２２－１ 2 10,272,192 9,293,481 90.4% B 調査・研究 7 領事局

21
「外交行のう用外袋の製造・納
入」業務委嘱

平成26年11月28日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１－１５－７ 2 11,456,640 11,199,600 97.7% K 物品製造 1-3
情報通信
課

22
「『外務省関係法令集』の印刷・製
本及び編集・校正」業務委嘱

平成26年11月28日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 4 9,026,640 9,011,520 99.8% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

23
「外交関係報道調査分析（英字紙
論調分析）」業務委嘱

平成26年12月1日 一般社団法人共同通信社 東京都港区東新橋１－７－１ 1 2,084,400 1,975,320 94.7% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

24
「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12月3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 8,655,120 8,262,000 95.4% L 物品購入 7 領事局

25
「予算執行管理システム（ＳＥＡＢＩ
Ｓ）及び電子調達システムの操作
研修，ヘルプデスク等」業務委嘱

平成26年12月4日 株式会社コスモピア 東京都千代田区平河町１－１－８ 1 7,857,000 5,394,600 68.6% H
システム
関係

1-4 会計課

26
「ハーグ条約に係る当事者間の
二国間共同調停に関する委託調
査」業務委嘱

平成26年12月5日 公益社団法人日本仲裁人協会 東京都千代田区霞ヶ関１－１－３ 1 4,536,000 4,200,000 92.5% B 調査・研究 7 領事局

27
「次期外国公館等情報システム
の構築，運用支援及び保守」業
務委嘱

平成26年12月10日 アクシオヘリックス株式会社 沖縄県那覇市西２－１６－３ 1 9,808,155 5,832,000 59.4% H
システム
関係

1-6 儀典

28
「『北朝鮮における人権に関する
国連調査委員会最終報告書』に
係る翻訳」業務委嘱

平成26年12月12日 株式会社エァクレーレン 東京都港区赤坂３－４－４ 1 9,410,400 5,529,600 58.7% A 通訳 2
総合外交
政策局

本件は内閣官房との共同事業
であり，契約金額は5,529,600
円（内，当省負担分は
2,764,800円）
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成26年10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

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

29 船橋分室鉄塔撤去工事 平成26年12月16日 株式会社竹中工務店
千葉県千葉市中央区中央港１－
１６－１

2 8,402,759 7,776,000 92.5% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

30
「『気候変動に対する更なる行動
に関する非公式会合』開催」業務
委嘱

平成26年12月16日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 3 4,255,450 3,698,583 86.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

31
「査証事務支援システム用バー
コードラベル」の購入

平成26年12月16日 野崎印刷紙業株式会社
京都府京都市北区小山下総町５
４－５ 1 4,015,440 3,668,652 91.3% K 物品製造 7 領事局

32
「『アジア不拡散協議』の開催」業
務委嘱

平成26年12月16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 2,269,581 2,038,625 89.8% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

33
「緊急時邦人保護体制の整備に
係るＦＭ放送機」の購入

平成26年12月19日 株式会社ＪＶＣケンウッド
神奈川県横浜市神奈川区守屋町
３－１２

2 3,672,000 2,700,000 73.5% L 物品購入 7 領事局

34
「地方連携フォーラム開催に係る
ケータリング」業務委嘱

平成26年12月19日 スタークルー有限会社 東京都世田谷区代田４－７－１８ 1 1,298,673 1,218,888 93.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

35 目黒住宅２号棟外壁他改修工事 平成26年12月24日 株式会社イトーキ 東京都中央区入船３－２－１０ 2 14,884,560 13,932,000 93.6% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

36
在外公館施設の保守・維持管理
業務に係るエンジニア派遣契約
（Ｃグループ）

平成26年12月25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 11,408,232 8,112,451 71.1% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

37 「サーバ機器等一式」の購入 平成26年12月26日 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南２－１５－３ 2 10,435,284 7,774,704 74.5% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

件数： 37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

209,938,185円
契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O
TICAD
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別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成26年10月1日～12月31日）

1
「アジア大洋州大使会議におけ
る外務大臣主催レセプション
ケータリングサービス」業務委嘱

平成26年10月3日
株式会社プリンスホテル
グランドプリンスホテル高輪

東京都港区高輪３－１３－１ 2 1,674,000 1,350,000 80.6% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

2
「日・カリコム外相会合における
外務副大臣主催レセプション
ケータリング」業務委嘱

平成26年11月7日
株式会社ロイヤルパークホ
テル

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１－
１

3 1,234,944 1,028,160 83.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

3
「外務副大臣主催マンスフィール
ド財団幹部等歓迎レセプション
ケータリング」業務委嘱

平成26年11月11日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 3 1,998,000 1,326,672 66.4% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

11 北米局

4
「会議における同時通訳」業務
委嘱

平成26年11月25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 3 1,225,264 1,110,000 90.5% A 通訳 13 欧州局

5
「外務大臣夫妻主催天皇誕生日
祝賀レセプションケータリング」
業務委嘱

平成26年11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蛎殻町２－１－
１

2 4,432,212 3,404,700 76.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典

件数： 5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

2,378,160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

6



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10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1
「『日・シンガポール・シンポ
ジウム』日本側事務局運
営」業務委嘱

平成26年10月6日
公益財団法人日本国際フォー
ラム

東京都港区赤坂２－
１７－１２

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

2,010,000 2,009,897 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

2

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築北米有
識者招聘』における接遇等」
業務委嘱

平成26年10月7日
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

東京都中央区築地５
－６－４

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

－ ＠8,441他 － S
（目）委託
費

11 北米局 単価契約 1

3
「『海外向け政策広報映像
資料』の制作」請負業務

平成26年10月8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）。

72,849,000 70,867,170 97.2% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

4

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築事業』日
欧有識者によるシンポジウ
ム開催」業務委嘱

平成26年10月15日
公益財団法人日本国際フォー
ラム

東京都港区赤坂２－
１７－１２

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

8,000,000 7,993,458 99.9% S
（目）委託
費

13 欧州局 1

5
「ＪＰＯ派遣候補者研修」業
務委嘱

平成26年10月29日 一般財団法人国際開発機構
東京都港区麻布台２
－４－５

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）。

3,450,000 3,449,494 99.9% Y 研修 2
総合外交
政策局 1

6
「国会関連業務支援システ
ム構築及び運用」業務委嘱

平成26年10月30日 株式会社ウフル
東京都港区虎ノ門４
－１－８

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）。

20,498,400 12,674,232 61.8% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

4

7
「日本特集番組制作支援事
業」業務委嘱

平成26年10月31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）。

－ ＠48,000他 － C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 4

8

「海外在留邦人への一斉通
報・安否確認のための
ショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）の導入」業務委嘱

平成26年11月10日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区
桜木町１－１

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

13,392,000 ①11,297,400
②＠9他

－ H
システム
関係

7 領事局 ②単価契約 3

9

「経済連携協定（ＥＰＡ）に基
づくベトナム人看護師・介護
福祉士候補者に対する日本
語研修」業務委嘱

平成26年11月18日 株式会社アークアカデミー
東京都渋谷区渋谷２
－１４－７

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）。

454,980,000 429,980,592 94.5% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

3

10
「次世代旅券発給システム
の基本方針策定に向けたコ
ンサルティング」業務委嘱

平成26年11月25日
株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所

東京都千代田区平河
町２－７－９

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）。

10,097,000 9,396,000 93.0% H
システム
関係

7 領事局 2

11

「パンフレット『障害者権利
条約（仮題）』及び『女性が
輝く国際社会に向けた政策
とアクション（仮題）』作成」
業務委嘱

平成26年11月27日 アンクベル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市都筑
区中川中央１－２１－
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）。

3,300,000 3,282,552 99.4% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

2
総合外交
政策局

2

12
「新しい日露関係・専門家対
話開催」業務委嘱

平成26年12月11日
特定非営利活動法人ユーラシ
ア２１研究所

東京都文京区春日１
－５－６

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）。

4,628,000 4,605,557 99.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

13
「日中研究交流支援事業」
業務委嘱

平成26年12月12日 東アジア共同体評議会
東京都港区赤坂２－
１７－１２

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

5,740,000 4,798,643 83.6% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局 1

14
「日本紹介啓発品の制作・
納入」業務委嘱

平成26年12月24日 株式会社メモリーバンク
東京都中央区京橋１
－１－１０

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

1,836,000 1,817,640 99.0% K 物品製造 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

8

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）

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10月1日～12月31日）
備考２

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

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

15
「被爆７０周年に向けた『軍
縮不拡散教育に係る広報映
像資料』の制作」業務委嘱

平成26年12月26日 株式会社ナック映像センター
広島県広島市中区十
日市町２－１－２５

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）。

2,607,000 2,600,000 99.7% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

3
軍縮不拡
散・科学部

5

件数： 15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

553,475,235円

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修
契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　平成26年10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1

「『元老会議（ＯＢサミット）専
門家会合』に関する『政策提
言書』編集・作成・発送」業
務

平成26年12月10日
特定非営利活動法人
インターアクション・カ
ウンシル日本委員会

東京都港区六本木３
－１６－１３

公募を実施した結果，応募が１社のみであり，また，審
査の結果，当該業務の適正な遂行が可能と認めら
れ，他に競争を許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

5,093,000 5,093,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局 1

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、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

5,093,000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10月1日～12月31日）

1 外交行嚢用封緘具製造及び納入契約 平成26年10月1日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

現に履行中の契約に直接関連する契
約であって、当該契約者以外に履行さ
せることが不利であるため（会計法第
２９条の３第４項）。

13,559,400 13,559,400 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

2
「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10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）。

1,897,880 1,897,880 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

3
ネパール外務大臣一行接遇（宿舎等契
約）

平成26年10月1日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、
立地条件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)。

1,098,120 1,098,120 100.0% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

4 「領事業務情報システム改修」業務委嘱 平成26年10月6日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

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

82,146,960 82,146,960 100.0% H
システム
関係

7 領事局

5
「新統合Ｗｅｂ環境の情報セキュリティ対
策（出口対策）」業務委嘱

平成26年10月8日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

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）。

7,344,000 7,344,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6
「総理大臣のＡＳＥＭ１０第１０回首脳会
合における同時通訳」業務委嘱

平成26年10月8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)。

1,510,500 1,510,500 100.0% A 通訳 13 欧州局

7
「Ｗｉｎｄｏｗｓ　８．１搭載パソコン対応作
業」業務委嘱

平成26年10月9日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

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

21,801,830 21,801,830 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

8
「ＯＤＡ実績検索ページデータ改修」業務
委嘱

平成26年10月15日
ＮＴＴラーニングシステ
ムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６－１
５

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

1,311,552 1,311,552 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

9
「国際協力６０周年に係る雑誌記事広告
（クーリエ・ジャポン）」業務委嘱

平成26年10月16日 株式会社講談社
東京都文京区音羽２－１２－
２１

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）。

10,800,000 10,800,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

10 グルジア大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成26年10月17日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

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)。

2,587,500 2,587,500 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

11
「領事業務情報システム（査証システム
統合のためのサーバ機器等の増強に
係る賃貸借・保守）」業務委嘱

平成26年10月20日
①富士通株式会社
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都港区東新橋１－５
－２
②東京都千代田区神田練塀
町３

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）。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれが
あるため公表しな
い。

142,374,966 － H
システム
関係

7 領事局

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）

10



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10月1日～12月31日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

12
「会計手続システムのユースケース等
作成作業」業務委嘱

平成26年10月22日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

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

1,296,000 1,296,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

13
「エボラ出血熱流行に際しての邦人援
護」業務委嘱

平成26年10月23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

エボラ出血熱の邦人罹患者発生の可
能性が日々高まる状況にあり，邦人
保護（邦人の生命を守る人道上）の観
点から，緊急に契約を締結する必要
があるため（会計法第２９条の３第４
項）。

22,330,812 22,330,812 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

14
「文書作成編集システムの改修」業務委
嘱

平成26年10月23日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３－
２

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

10,368,000 10,368,000 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

15 オランダ国王一行接遇（宿舎等契約） 平成26年10月24日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

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)。

11,087,699 11,087,699 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

16
「『北アフリカ・サヘル地域におけるテロ
対策のための刑事司法協力ワーク
ショップ』開催」業務委嘱

平成26年10月24日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった入札業
者である同社に対して予定価格の範
囲内で交渉をしており，他に競争を許
さないため（予算決算及び会計令第９
９条の２）。

5,207,969 4,814,388 92.4% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

17
「総理大臣のＡＰＥＣ首脳会議及び外務
大臣のＡＰＥＣ閣僚会議における同時通
訳」業務委嘱

平成26年10月28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)。

8,910,500 8,910,500 100.0% A 通訳 4 経済局

18
「カリブ共同体（カリコム）諸国外務大臣
招へい」業務委嘱

平成26年10月28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，最も廉価であった入札業
者である同社に対して予定価格の範
囲内で交渉をしており，他に競争を許
さないため（予算決算及び会計令第９
９の条２）。

7,465,702 7,461,841 99.9% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

19
「海外安全ホームページの改修（感染症
危険情報関連の改修）」業務委嘱

平成26年10月29日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

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

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

7 領事局

20
「次世代共通プラットフォーム機器借上・
保守（再リース）」業務委嘱

平成26年10月30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）。

13,643,350 13,643,350 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

21
「『エネルギー安全保障セミナー』開催」
業務委嘱

平成26年10月30日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１－１
１

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった入札業
者である同社に対して予定価格の範
囲内で交渉をしており，他に競争を許
さないため（予算決算及び会計令第９
９条の２）。

3,135,803 3,132,281 99.8% D
事業実施・
会議運営

4 経済局
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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10月1日～12月31日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

22
「総理大臣のAPEC首脳会議における同
時通訳（内外記者会見）」業務委嘱

平成26年10月31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)。

1,048,000 1,048,000 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

23 「ｉＰｈｏｎｅ」賃貸借業務委嘱 平成26年10月31日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

内容の整合性・継続性等を確保する
ためには，前回，本業務を請け負った
本契約の相手方に委嘱する他なく，他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

①1,987,990
②－

①1,987,990
②@155他

①100%
②－

R
通信回線
使用料

1-1
官房総務
課

②単価契約

24
「領事業務情報システム改修作業等」業
務委嘱

平成26年11月10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）。

122,835,852 122,835,852 100.0% H
システム
関係

7 領事局

25
「旅費ネットワークシステム等のユース
ケース等作成」業務委嘱

平成26年11月11日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

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）。

4,860,000 4,860,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

26
文化無償資金協力フォローアップ事業
「ケニヤッタ大学日本語学習機材整備
計画」業務委嘱

平成26年11月11日
システックインターナ
ショナル株式会社

大阪府大阪市北区西天満３
－２－９

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より当該機
器の保守、修理、運用指導等の権限
を委譲され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）。

4,067,660 4,067,660 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

27
「ＩＣ旅券用認証システム機器等」の賃貸
借・保守

平成26年11月13日
①富士通株式会社
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都港区東新橋１－５
－２
②東京都千代田区神田練塀
町３

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）。

297,258,096 297,258,096 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

28
「外務省施設の保安に関する工事・点
検」業務委嘱

平成26年11月13日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件保安業務の履行が可能な業者は
同機器の設置業者である本契約の相
手方の他になく，他に競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）。

2,580,448 2,580,448 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

29
「在パプアニューギニア日本国大使館施
設新営工事に係る工事請負業者選定協
力」業務委嘱

平成26年11月14日 株式会社日本設計
東京都新宿区西新宿２－１
－１

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

1,404,864 1,404,000 99.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

30 「一般会計予算書等」の購入 平成26年11月17日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－２－５
契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,933,606 1,933,606 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

31
ポーランド大統領一行接遇（宿舎等契
約）

平成26年11月17日
株式会社ニュー・オー
タニ

東京都千代田区紀尾井町４
－１

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

1,279,100 1,279,100 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

32 ヨルダン国王一行接遇（宿舎等契約） 平成26年11月17日
マンダリン・オリエンタ
ル東京株式会社

東京都中央区日本橋室町２
－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）。

1,187,614 1,187,614 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

33
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（銀器）の製作・納入業務」業務委嘱

平成26年11月18日 株式会社百夢
埼玉県さいたま市南区松本
４－１３－８

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）。

9,570,171 9,570,171 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
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10月1日～12月31日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

34
「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11月18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）。

8,900,280 8,900,280 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

35
「中央庁舎地下書庫電動書架の保守点
検」業務委嘱

平成26年11月19日
株式会社イトーキテク
ニカルサービス

東京都中央区入船３－６－１
４

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

2,406,866 2,406,866 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

36
「物品管理システムにおける府省共通シ
ステムへの移行に伴うデータ移行作業」
業務委嘱

平成26年11月20日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

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）。

1,490,400 1,490,400 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

37
「情報セキュリティ対策自己点検用サー
バの構築(ネットワーク機器への設定変
更)」業務委嘱

平成26年11月20日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

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）。

1,330,560 1,330,560 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

38
「情報セキュリティ対策自己点検用サー
バの構築(ネットワーク機器への設定変
更)」業務委嘱

平成26年11月20日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

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

1,296,000 1,296,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

39
「ＯＤＡホームページ改定作業」業務委
嘱

平成26年11月25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）。

14,904,000 14,904,000 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

40
「在外公館文書管理システム及び記録
文書ファイル管理システムの改修」業務
委嘱

平成26年11月26日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

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

5,616,000 5,616,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

41
「新統合Ｗｅｂ環境のバックアップデータ
の外部ストレージ保管」業務委嘱

平成26年11月27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）。

11,213,640 11,213,640 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

42
「管理者評価集計システムの保守管理」
業務委嘱

平成26年12月1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

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）。

4,060,800 4,060,800 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

43
「在セルビア日本国大使館施設新営工
事に係る設計変更等及び工事契約変更
協力」業務委嘱

平成26年12月1日 株式会社梓設計
東京都品川区東品川２－１
－１１

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）。

1,685,836 1,617,408 95.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

44
「新統合Ｗｅｂ環境クライゼル多言語化
対応」業務委嘱

平成26年12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）。

4,158,000 4,158,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織
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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10月1日～12月31日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

45
「経済協力情報管理システムの改修」業
務委嘱

平成26年12月4日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

16,450,000 16,450,000 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

46
「入退庁管理システム用入省許可証（ＩＣ
カード）の製造」業務委嘱

平成26年12月5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

本件サービスの提供が可能な者は本
契約の相手方の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,788,480 1,788,480 100.0% K 物品製造 1-2 人事課

47
「海外安全ホームページの改修」業務委
嘱

平成26年12月11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）。

3,132,000 3,132,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

48
「アジア紛争下での女性尊厳事業（韓
国）」業務委嘱

平成26年12月12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）。

1,984,076 1,984,076 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

49 パラオ大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成26年12月12日
株式会社ニュー・オー
タニ

東京都千代田区紀尾井町４
－１

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

1,694,700 1,694,700 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

50
エボラ出血熱邦人感染者の自衛隊機に
よる国外緊急輸送に係る委託契約

平成26年12月17日
独立行政法人国立国
際医療研究センター

東京都新宿区戸山１－２１－
１

エボラ出血熱の邦人感染者がいつ発
生してもおかしくない一刻の猶予も許
さない状況にあり，人道上の邦人保護
の観点から，緊急に契約を締結する
必要がある。またエボラ出血熱感染症
に関する高い専門性をもった医師，看
護師を緊急に派遣するとともに当該感
染症の治療・看護のための医療機器
等を調達できるのは本契約の相手方
の他になく，競争を許さないため（会
計法２９条の３第４項）。

11,906,164 11,906,164 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

51
「管理者評価集計システムのセキュリ
ティ対策」業務委嘱

平成26年12月18日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

本件サービスの提供が可能な者は本
契約の相手方の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

6,588,000 6,588,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

52
「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12月19日 株式会社山口陶器店
東京都中央区築地６－２６－
３

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）。

7,958,736 7,958,736 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

53
「領事業務システム（査証システム）にお
ける検証支援」業務委嘱

平成26年12月19日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

本件サービスの提供が可能な者は本
契約の相手方の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

4,894,560 4,894,560 100.0% H
システム
関係

7 領事局

54
「在外公館向け公邸会食用規格食器
（和食器：磁器）の製作・納入業務」業務
委嘱

平成26年12月19日 株式会社山口陶器店
東京都中央区築地６－２６－
３

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

2,930,148 2,930,148 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
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10月1日～12月31日）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

55
「海外安全ホームページ（スマートフォン
版）の作成」業務委嘱

平成26年12月22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）。

3,348,000 3,348,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

56
「資産管理等ソフトウェアの賃貸借保
守」業務委嘱

平成26年12月22日

①株式会社富士通
マーケティング
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都港区港南２－１５－
３
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）。

1,280,907 1,280,907 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

57
「回覧物管理システムの脆弱性対策」業
務委嘱

平成26年12月24日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

本件サービスの提供が可能な者は本
契約の相手方の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

4,104,000 4,104,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

58
「プリンターの賃貸借及び保守」業務委
嘱

平成26年12月26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）。

6,852,728 6,852,728 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

件数： 58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

961,288,579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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