
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 134 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 7 件

②　 一般競争方式（①以外） 48 件

③　 指名競争方式 4 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 7 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 67 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27年1月1日～3月31日）
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別記様式２ 　（契約一覧）

① 　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） （契約期間　平成27年1月1日～3月31日）

1 「文化啓発用品」の購入 平成27年1月26日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 2 13,467,600 13,413,600 99.5% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2 「プリンタ」の購入及び保守 平成27年2月5日
キャノンマーケティングジャパン株式
会社

東京都港区港南２－１６－６ 2 37,743,912 1 0.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

3 「プリンタ」の購入及び保守 平成27年2月6日
キャノンマーケティングジャパン株式
会社

東京都港区港南２－１６－６ 2 3,642,768 0 0.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

4 「緊急備蓄品」の購入 平成27年2月13日 株式会社グリーンケミー 東京都世田谷区下馬６－１６－１０ 2 51,349,680 33,102,000 64.4% L 物品購入 1-5
在外公館
課

5 「シュレッダー」の購入 平成27年2月23日 株式会社サカエ 東京都港区新橋１－１１－４ 3 30,945,240 27,022,464 87.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

6 「カード式文書保管書庫」の購入 平成27年2月23日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 2 20,139,300 19,440,000 96.5% L 物品購入 1-1
官房総務
課

7
「『領事業務情報システム』端末
等一式」賃貸借・保守

平成27年3月2日
①沖電気工業株式会社
②株式会社ＪＥＣＣ

①東京都港区芝浦４－１０－１６
②東京都千代田区丸の内３－４－
１

1 1,673,288,395 1,662,100,234 99.3% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

件数： 7件

契約金額：

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

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

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

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

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

1,755,078,299円

（主管局課）

備　　　　　　　　　　　　考
応札者数 予定価格 契約金額 落札率

（契約種類）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成27年1月1日～3月31日）

1
「日米硫黄島戦没者合同慰霊追
悼顕彰式チャーター機運航」業務
委嘱

平成27年1月5日 日本航空株式会社 東京都品川区東品川２－４－１１ 2 13,371,480 12,367,080 92.4% U 輸送 11 北米局

2
「メコン地域における官民協力・連
携促進フォーラム日メコン全体会
合開催」業務委嘱

平成27年1月5日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 4 4,842,243 3,822,062 78.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3 「特殊撮影等」業務委嘱 平成27年1月5日
富士フィルムイメージングシステムズ
株式会社

東京都品川区西五反田３－６－３
０ 1 3,092,536 2,739,960 88.5% J

その他業
務委嘱

7 領事局

4
「日本外交文書の電子データ原
稿作成（テキスト入力）」業務委嘱

平成27年1月7日 福田事務所 東京都港区芝浦３－１２－５ 3 1,597,492 1,360,800 85.1% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

5
「『日本外交文書』原稿の校正」業
務委嘱

平成27年1月16日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ 東京都港区南麻布２－９－１８ 3 2,779,000 1,890,000 68.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

6
「在外公館美術品の戦略的かつ
有効活用のための調査及び作品
紹介データ作成」業務委嘱

平成27年1月20日 Ｍ＆Ｉアート株式会社 東京都港区赤坂１－１２－３２ 1 6,641,000 5,508,000 82.9% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

7
「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27年1月20日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 4 5,158,755 4,300,507 83.3% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

8
「インマルサット・ＢＧＡＮ用バッテ
リー」の購入

平成27年1月20日
ＪＳＡＴ　MOBILE　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 3 2,260,440 2,072,520 91.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

9
「ロシア公務員養成講座（郵便）
開催」業務委嘱

平成27年1月21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 2 12,447,996 8,590,527 69.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

10
「在米日系人、在加日系人リー
ダー招聘プログラム」業務委嘱

平成27年1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 2 9,835,496 9,611,999 97.7% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

11
「外国人の受入と社会統合のた
めの国際ワークショップの開催」
業務委嘱

平成27年1月22日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 5 2,704,944 1,914,830 70.7% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

12
「海洋法に関する国際シンポジウ
ム開催」業務委嘱

平成27年1月23日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 3 4,111,012 3,249,501 79.0% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

13 ソフトウェアの購入 平成27年1月23日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 2 2,745,192 1,828,332 66.6% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

14
「国会提出用条約テキストの印
刷・製本」業務委嘱

平成27年1月26日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 3 － @3.3他 － P 印刷・製本 6 国際法局 単価契約

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

（契約種類） （主管局課）
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成27年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

15
「応接セットの購入及び既設ソ
ファーの移設」業務委嘱

平成27年1月27日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 3 3,056,400 2,687,040 87.9% L 物品購入 1-1
官房総務
課

16
「われらの北方領土２０１４年版」
印刷・製本及び発送業務委嘱

平成27年1月27日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 3 2,495,880 2,470,500 98.9% P 印刷・製本 13 欧州局

17
「特定歴史公文書等簿冊管理シ
ステム用二次元コードラベルの作
成及び貼付作業」業務委嘱

平成27年1月30日 株式会社紀伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３－７－１０ 1 4,711,824 4,550,904 96.5% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

18
「産業廃棄物の収集運搬・廃棄処
理」業務委嘱

平成27年1月30日 株式会社リスト 東京都国立市谷保６３００ 2 3,111,480 2,851,200 91.6% J
その他業
務委嘱

7 領事局

19
「『外交青書（閣議版及び市販
版）』印刷・製本等」業務委嘱

平成27年2月2日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋２－１６－
２ 1 6,869,880 5,400,000 78.6% P 印刷・製本 2

総合外交
政策局

20

「外務省研修所合宿棟における
無線インターネットＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）
環境設置及び既存無線ＬＡＮ環境
の統合」業務委嘱

平成27年2月3日 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽２－６－１ 7 3,033,720 1,454,760 47.9% H
システム
関係

9 研修所

21
「在外公館用会計事務の手引き
（改訂版）の製作」業務委嘱

平成27年2月4日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 3 3,675,240 3,594,240 97.7% P 印刷・製本 1-4 会計課

22

経済協力に関する委託調査「官
民連携（ＰＰＰ）等を活用したイン
フラ整備促進のための案件形成
支援に関する調査・研究」業務委
嘱

平成27年2月13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

3 10,595,523 10,584,000 99.8% B 調査・研究 5
国際協力
局

23 「公式カメラマン用機材」の購入 平成27年2月13日 サン株式会社 千葉県柏市加賀２－１０－４ 2 1,866,240 1,790,640 95.9% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

24
「『中央アジア＋日本対話』東京
対話『中央アジアシンポジウム』
開催」業務委嘱

平成27年2月13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 2 1,346,637 1,188,000 88.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

25
「ＡＲＦ海賊対策セミナー開催」業
務委嘱

平成27年2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 1,368,510 806,687 58.9% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

26
「外務省統合Ｗｅｂ環境脆弱性検
査」業務委嘱

平成27年2月17日 株式会社アズジェント 東京都中央区明石町６－４ 4 3,116,610 453,600 14.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

27
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27年2月18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 4,209,840 2,700,000 64.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

28
「マイクロフィルムリーダープリン
タ」の購入

平成27年2月18日 株式会社国際マイクロ写真工業社 東京都新宿区箪笥町４－３ 2 2,628,720 2,498,180 95.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成27年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

29
「北方四島交流代表者間協議開
催」業務委嘱

平成27年2月24日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 2 6,052,904 4,893,567 80.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

30
「日イラン外交官交流事業」業務
委嘱

平成27年2月24日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 1 3,952,664 3,616,160 91.4% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

31
「在外経理システム再構築のため
の備品」の購入

平成27年2月24日 株式会社サンポー 東京都港区虎ノ門３－１５－５ 2 2,438,640 2,181,144 89.4% L 物品購入 1-5
在外公館
課

32
「『多層的ネットワーク構築事業』
における中央アジアに関する有識
者の招聘・接遇」業務委嘱

平成27年2月27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 7,620,338 7,474,187 98.0% S
（目）委託
費

13 欧州局

33
「元島民による北方領土を語る会
開催」業務委嘱

平成27年2月27日 近畿日本ツーリスト株式会社
東京都千代田区神田和泉町１－
１３

2 6,671,478 3,779,522 56.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

34
「日・バルトセミナー開催」業務委
嘱

平成27年2月27日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

4 3,012,713 2,991,600 99.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

35
「在外公館医務官用執務参考図
書」の購入

平成27年2月27日 株式会社文研堂書店 東京都千代田区永田町１－６ 1 2,066,040 1,970,682 95.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

36
「国連防災世界会議における各
国首脳級要人接遇支援」業務委
嘱

平成27年3月2日
株式会社グローバルマーケティング
＆トラベル

東京都品川区東品川２－３－１１ 1 148,894,151 143,883,492 96.6% C
招聘・賓客
接遇

5
国際協力
局

本件は内閣府との共同事業で
あり，契約金額は143,883,492
円（内，当省負担分は
68,304,552円）

37 「国会便覧等」の購入 平成27年3月2日 有限会社中村書店 埼玉県川口市芝中田１－９－８ 3 3,343,680 2,794,041 83.5% L 物品購入 2
総合外交
政策局

38 「警備系短距離無線機」の購入 平成27年3月2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 2,056,320 1,231,200 59.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

39
「次世代日系人指導者会議開催
に係る招聘」業務委嘱

平成27年3月4日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 1 4,275,744 3,460,797 80.9% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

40
「アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）
におけるインフラ開発投資に関す
る初期調査」業務委嘱

平成27年3月4日
プライスウォーターハウスクーパース
株式会社

東京都中央区銀座８－２１－１ 1 2,045,115 1,998,000 97.6% B 調査・研究 4 経済局

41
「域内観光促進を通じた中東和平
推進のための招聘」業務委嘱

平成27年3月5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 3,395,425 2,538,785 74.7% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

42 「国連事務局職員招聘」業務委嘱 平成27年3月5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

3 1,912,005 1,589,164 83.1% C
招聘・賓客
接遇

2
総合外交
政策局

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27年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

43
「イラン・セミナー（仮称）開催会場
等手配」業務委嘱

平成27年3月6日 株式会社帝国ホテル 東京都千代田区内幸町１－１－１ 1 1,753,100 1,723,788 98.3% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

44 「地図データ」の購入 平成27年3月9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 3,988,440 3,985,200 99.9% L 物品購入 8

国際情報
統括官

45
「国家安全保障局所管招聘事業」
業務委嘱

平成27年3月10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 1 2,948,737 2,381,129 80.7% C

招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

46 「無線機の賃貸借」業務委嘱 平成27年3月10日 三和システムサービス株式会社
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町
１－１２７

3 1,639,440 395,452 24.1% M 賃貸借 5
国際協力
局

47
「領土保全パンフレットの印刷・製
本」業務委嘱

平成27年3月12日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 2 9,336,600 5,156,249 55.2% P 印刷・製本 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

48 「モバイルプリンタ等」の購入 平成27年3月13日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 1 7,848,360 7,146,165 91.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

件数： 48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

307,476,193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27年1月1日～3月31日）

1

「ＪＩＣＡ青年研修３０周年記念事
業における外務大臣政務官主
催レセプションケータリング」業
務委嘱

平成27年1月28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 1,415,174 1,241,395 87.7% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

2
「中南米大使会議外務大臣主催
レセプションケータリング」業務
委嘱

平成27年2月3日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,501,200 1,381,212 92.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

3
「地方創生支援における外務省
及び福島県共催レセプション
ケータリング」業務委嘱

平成27年3月2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

2 3,775,680 3,277,800 86.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

4
在パプアニューギニア日本国大
使館施設新営工事監理業務

平成27年3月30日 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿２－１－１ 2 45,215,700 14,700,000 32.5% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

低入札価格調査実施済

件数： 4件

契約金額：

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

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

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

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

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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

応札者数

20,600,407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

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27年1月1日～3月31日）
備考２

応募者数

1
「在外公館赴任前研修にお
けるメディアトレーニング実
施」業務委嘱

平成27年1月5日
クレアブ・ギャビン・アンダーソ
ン株式会社

東京都港区芝公園１
－８－２１

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）。

－ ＠594,000 － Y 研修 9 研修所 単価契約 1

2

「外務省ホームページ（日本
語版）『キッズ外務省』にお
ける『外務省紹介動画』制
作」業務委嘱

平成27年1月9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）。

2,168,000 1,382,400 63.7% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

7

3

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築豪州有識
者招聘における接遇」業務
委嘱

平成27年1月23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）。

13,000,000 12,970,640 99.7% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

2

4
「ウェブアクセシビリティ対
応」業務委嘱

平成27年1月23日 アライド・ブレインズ株式会社
東京都千代田区一ツ
橋２－６－８

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）。

3,000,000 2,999,700 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

5

「『国際的な子の奪取の民
事上の側面に関する条約
（ハーグ条約）』の広報用ポ
スターの制作」業務委嘱

平成27年2月13日
株式会社日経ＢＰアド・パート
ナーズ

東京都港区白金１－
１７－３

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

3,400,000 3,380,400 99.4% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局 7

6

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

平成27年2月16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）。

11,534,400 11,534,400 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

7
「報道関係者招へい『国連
防災世界会議グループ』」
業務委嘱

平成27年2月24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）。

12,000,000 11,995,100 99.9% C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

件数： 7件
契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典、1-7．外務報道官・広報文化組織、1-8．その他大臣官房
　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮不拡散・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所
　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

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

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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

随意契約理由

44,262,640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

8



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27年1月1日～3月31日）
備考２

応募者数

1

「日中韓ＦＴＡ交渉会合首席
代表会合における会議会場
の提供及び一部作業補助」
業務委嘱

平成27年1月8日 藤田観光株式会社
東京都文京区関口２
－１０－８

公募を実施した結果，応募が１者のみであり，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）。

4,073,740 3,201,030 78.5% D
事業実施・
会議運営

4 経済局 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

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

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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

随意契約理由

3,201,030円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

9



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成27年1月1日～3月31日）

1 「ソフトウェアの賃貸借保守」業務委嘱 平成27年1月1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）。

45,201,027 45,201,027 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

2 「サーバ機器等賃貸借保守」業務委嘱 平成27年1月1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）。

17,202,699 17,202,699 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

3
「英文国際法年報２０１４年版（第５７
巻）」の購入

平成27年1月5日 株式会社雄松堂書店 東京都新宿区坂町２７

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ納入または履行できず，他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

2,330,264 2,330,264 100.0% L 物品購入 6 国際法局

4
「会計関係業務システム等のユース
ケースの作成」業務委嘱

平成27年1月6日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

19,980,162 19,980,162 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

5
「日中高級事務レベル海洋協議全体会
議の開催」業務委嘱

平成27年1月9日
ホテルモントレ株式会
社

神奈川県横浜市中区山下町
６－１

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）。

2,340,816 2,340,816 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

6
「総理大臣中東諸国訪問における同時
通訳」業務委嘱

平成27年1月13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)。

2,818,000 2,818,000 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

7
「総理大臣の中東諸国訪問における共
同記者発表等に係る通訳」業務委嘱

平成27年1月13日 有限会社エリコ通信社
東京都品川区西大井１－１
－２

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)。

1,242,826 1,242,826 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

8 「文書保管用書庫」の購入 平成27年1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

調達物品の販売権は本契約の相手
先のみが有しており，他に競争を許さ
ないため（会計法第２９条の３第４
項）。

12,464,604 12,464,604 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

9
「在留届電子届出システム及び外務省
海外旅行登録『たびレジ』等の改修」業
務委嘱

平成27年1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）。

29,082,240 29,082,240 100.0% H
システム
関係

7 領事局

10
「領事利便支援システムの改修」業務委
嘱

平成27年1月15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）。

21,650,976 21,650,976 100.0% H
システム
関係

7 領事局

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

10



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27年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

11
「人事給与等業務システムにおける
サーバＯＳの移行作業」業務委嘱

平成27年1月16日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

15,844,734 15,844,734 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

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

平成27年1月19日
ＮＴＴラーニングシステ
ムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６－１
５

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

3,330,973 3,330,973 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

13
「ワン・ワールド・フェスティバルにおける
外務省主催トークセッション等の開催」
業務委嘱

平成27年1月19日
特定非営利活動法人
関西国際交流団体協
議会

大阪府大阪市中央区内本町
１－４－１２

本フェスティバルは契約相手先が事
務局としてロジ全般を行っているフェ
スティバルの一部分を当方事業として
行うものであり，同団体以外に本件ロ
ジ業務委嘱を行える団体は存在せ
ず，他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

1,573,006 1,573,006 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

14
「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27年1月23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）。

16,281,224 16,281,224 100.0% T
在外公館
維持管理

7 領事局

15
「第２期領事業務システム（査証システ
ム）の検証支援」業務委嘱

平成27年1月27日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

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

6,272,640 6,272,640 100.0% H
システム
関係

7 領事局

16
文化無償資金協力フォローアップ事業
「ペルー国立図書館視聴覚機材整備計
画」業務委嘱

平成27年1月28日 関東物産株式会社
東京都中央区日本橋本町１
－５－９

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）。

1,626,635 1,626,635 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

17
「新統合Ｗｅｂ環境へのサイト追加対応
作業」業務委嘱

平成27年1月28日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

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

1,080,000 1,080,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

18
「新統合Ｗｅｂ環境へのサイト追加対応
作業」業務委嘱

平成27年1月28日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

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

1,080,000 1,080,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

19
「公開情報モニタリング情報の提供と配
信」業務委嘱

平成27年1月30日 有限会社エリコ通信社
東京都品川区西大井１－１
－２

人道上（人命尊重）の理由から緊急に
対応する必要があったため，契約履
行能力を有する者と判断した契約相
手方と契約したものであり，他に競争
を許さないため（会計法２９条の３第４
項）。

11,766,837 11,766,837 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

8
国際情報
統括官

20
「在外公館物品管理システム改修」業務
委嘱

平成27年2月4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）。

11,988,000 11,988,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

21
「外務省施設の保安に関する工事・点
検」業務委嘱

平成27年2月4日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件保守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）。

1,452,996 1,452,996 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

22 「領事業務情報システム改修」業務委嘱 平成27年2月5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）。

18,725,904 18,725,904 100.0% H
システム
関係

7 領事局

11



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27年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

23
「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒのバージョンアップ
作業」業務委嘱

平成27年2月5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）。

1,783,296 1,783,296 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

24
「国会関連業務支援システム追加構築」
業務委嘱

平成27年2月16日 株式会社ウフル 東京都港区虎ノ門４－１－８

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）。

8,488,800 8,488,800 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

25
「新統合Ｗｅｂ環境ＣＭＳ機能改善（配信
並列化）作業」業務委嘱

平成27年2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）。

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

26
「外務省ホームページ内『世界の医療事
情』等改訂作業」業務委嘱

平成27年2月16日
ＮＴＴラーニングシステ
ムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６－１
５

本件サービスの提供が可能な者は本
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）。

2,143,122 2,143,122 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

27 「在外公館用の門標」の製造及び購入 平成27年2月16日
株式会社東洋鋳銅銘
板

福岡県久留米市津福本町字
西小路１２２９－３

再度の入札，又は再度公告入札をし
ても入札者がないため （予算決算及
び会計令第９９の２）。

3,453,084 1,905,984 55.1% K 物品製造 1-5
在外公館
課

28 「Ｘ線検査装置の修理」業務委嘱 平成27年2月16日 全日空商事株式会社 東京都港区東新橋１－５－２
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）。

1,177,200 1,177,200 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

29 カタール首長一行接遇（宿舎等契約） 平成27年2月17日
株式会社ペニンシュラ
東京

東京都千代田区有楽町１－
８－１

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

4,283,233 4,283,233 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

30
「領事業務情報システムの改修」業務委
嘱

平成27年2月18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）。

9,260,568 9,260,568 100.0% H
システム
関係

7 領事局

31
「在コンゴ（民）大使館基幹通信網アクセ
ス回線の構築作業」業務委嘱

平成27年2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）。

6,799,262 6,799,262 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

32
「次期外国公館等情報システム搭載の
ための業務系共通プラットフォームの環
境構築等」業務委嘱

平成27年2月19日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

1,158,300 1,158,300 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

33
「太平洋・島サミット高級実務者会合開
催」業務委嘱

平成27年2月20日
株式会社カインドイン
タービジネスサポート
サービス

神奈川県横浜市都筑区高山
１７－１４

再度の入札をもってしても落札者がい
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予定価格の範
囲内で契約を行っており，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）。

5,859,414 5,485,114 93.6% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

34
「イラン・セミナー（仮称）招待パネリスト
の航空券」の購入

平成27年2月23日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２

本件事業の実施が急遽決定されたた
め，事前に公示の上競争入札を行う
時間的余裕が無く，過去に同様の業
務経験がある数社より見積を招請し，
もっとも廉価であった同社を本契約の
相手方としており，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,093,953 1,093,953 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

12



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27年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

35
「携帯電話端末（スマートフォン）」の購
入

平成27年2月23日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

東京都港区赤坂２－４－５

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）。

－ ＠1,980他 － R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

単価契約

36
「アジア・紛争下での女性尊厳事業」業
務委嘱

平成27年2月24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）。

1,633,944 1,633,944 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

37
ポーランド大統領一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年2月24日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１

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

1,443,444 1,443,444 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

38
「カード式文書保管書庫のシステム構
築」業務委嘱

平成27年2月25日 伊藤商事株式会社
東京都北区神谷１－１３－１
０

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）。

5,508,000 5,508,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

39
「カード式文書保管書庫の組立及び動
作調整」業務委嘱

平成27年2月25日 株式会社イトーキ
東京都中央区入船３－２－１
０

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）。

2,268,000 2,268,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

40 ｢登録証型査証シールの製造｣業務委嘱 平成27年2月26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）。

8,100,000 8,100,000 100.0% K 物品製造 7 領事局

41
「中国における遺棄化学兵器の状況に
関する現地調査支援」業務委嘱

平成27年2月27日
中華人民共和国外交
部

北京市朝陽門南大街２号
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）。

145,645,992 145,645,992 100.0% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

42 ラオス首相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年2月27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）。

4,487,895 4,487,895 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

43
「プリンターの賃貸借及び保守」業務委
嘱

平成27年2月27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格安であ
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）。

2,773,828 2,773,828 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

44
「在外公館用プリンターの賃貸借及び保
守」業務委嘱

平成27年2月27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）。

2,458,731 2,458,731 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

45
「領事業務情報システムの改修」業務委
嘱

平成27年3月2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）。

12,855,024 12,855,024 100.0% H
システム
関係

7 領事局

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27年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

46
「文書作成編集システムの脆弱性対策」
業務委嘱

平成27年3月2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）。

6,933,600 6,933,600 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

47 ドイツ首相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年3月6日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１

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

1,784,800 1,784,800 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

48
マラウイ外務大臣一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年3月13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）。

1,144,080 1,144,080 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

49
「中国における遺棄化学兵器の状況に
関する現地調査支援」業務委嘱

平成27年3月16日
中華人民共和国外交
部

北京市朝陽門南大街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）。

54,680,942 54,680,942 100.0% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

50
在パプアニューギニア日本国大使館施
設新営工事

平成27年3月20日 飛島建設株式会社
神奈川県川崎市高津区坂戸
３－２－１

総合評価落札方式にて入札を実施し
たところ，1回目は２者が参加し，２者
とも予定価格を超えたため不調に終
わった。再度入札については，指名業
者２者の内，１者が途中辞退となった
ため，残った１者と随意契約すべく予
定価格の範囲内で契約交渉し、合意
に至ったものであり，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項,予
算決算及び会計令第102条の4）。

5,958,750,769 5,950,003,629 99.8% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

51
インドネシア大統領一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年3月20日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

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

3,956,200 3,956,200 100.0% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

52
「領事業務情報システム（査証システ
ム）機器設置環境等調査」業務委嘱

平成27年3月20日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

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）。

2,356,876 2,356,876 100.0% H
システム
関係

7 領事局

53 ポルトガル首相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年3月23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）。

1,790,698 1,790,698 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

54
「在パプアニューギニア日本国大使館施
設新営工事に係る設計意図伝達」業務
委嘱

平成27年3月27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）。

8,782,985 8,769,600 99.8% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

55 「外務省施設」ガス供給契約 － 東京ガス株式会社 東京都港区海岸１－５－２０

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － L 物品購入
1-4
9

会計課
研修所

56 「外務省施設」上下水道利用契約 － 東京都水道局
東京都新宿区西新宿２－８
－１

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

57 「外務省研修所」上下水道利用契約 －
神奈川県企業庁水道
局

神奈川県横浜市中区日本大
通１

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － J
その他業
務委嘱

9 研修所

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27年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

58 「後納郵便料」 － 日本郵便株式会社
東京都千代田区霞が関１－
３－２

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － V 配送 1-4 会計課

59 ｢携帯電話使用料」 －
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

東京都千代田区永田町２－
１１－１

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

60 ｢携帯電話使用料」 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-1
官房総務
課

61 「固定電話使用料」 －
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿３－１９
－２

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

62 「固定電話使用料」 －
ＮＴＴコミュニケーション
ズ株式会社

東京都千代田区内幸町１－
１－６

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

63 「固定電話使用料」 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

64 「通信回線料」 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

65 「通信回線料」 －
ＮＴＴコミュニケーション
ズ株式会社

東京都千代田区内幸町１－
１－６

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4
7

会計課
領事局

66 「通信回線料」 － 株式会社日本デジコム 東京都中央区入船２－３－７

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

67 「通信回線料」 －
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿３－１９
－２

予算決算及び会計令第１０２条の２に
基づく長期継続契約であって，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

件数： 67件
契約金額：

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

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

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

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

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

6,513,450,678円
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