
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 153 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 2 件

②　 一般競争方式（①以外） 47 件

③　 指名競争方式 7 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 27 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 3 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）

（契約期間　平成28年7月1日～9月30日）

　　　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。
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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28年7月1日～9月30日）

1
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置」の購入

平成28年7月29日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 3 62,876,520 40,867,200 64.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2
「在外公館配備用規格食器（クリ
スタルグラス）の製作・納入」業
務委嘱

平成28年7月29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 1 － ＠9,504他 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

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

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

40,867,200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28年7月1日～9月30日）

1
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第３回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成28年7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 2,486,491 1,703,160 68.4% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

2
「セキュリティ機能付きＵＳＢメモリ
等」の購入

平成28年7月11日 株式会社紅和 東京都世田谷区用賀４－１６－１ 4 12,323,880 8,812,800 71.5% L 物品購入 1-3
情報通信
課

3
　「ＡＰＥＣにおける海上連結性強
化プロジェクトに係る調査」業務委
嘱

平成28年7月13日 株式会社食瑠 東京都港区新橋５－２９－６ 1 2,830,172 2,345,706 82.8% B
調査・研
究

4 経済局

4

「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２１
期研修員の日本語研修」業務委
嘱

平成28年7月13日 学校法人長沼スクール 東京都渋谷区南平台町１６－２６ 1 2,719,284 2,196,612 80.7% D
事業実
施・会議
運営

11 北米局

5
「第６回アフリカ開発会議
（TICADVI）事務局で使用する複
合機」賃貸借契約

平成28年7月14日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木３－１－１ 2 59,155 21,459 36.2% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

6
「第６回アフリカ開発会議
（TICADVI）事務局で使用する複
合機の保守」業務委嘱

平成28年7月14日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木３－１－１ 2 - @2他 - W
OA機器保
守

1-8
その他大
臣官房

単価契約

7
　「在外公館施設整備におけるＰＦ
Ｉ導入検討のための調査」業務委
嘱

平成28年7月20日 株式会社日本経済研究所 東京都千代田区大手町２－２－１ 1 26,110,800 17,496,000 67.0% G
工事・建
築サービ
ス

1-5
在外公館
課

8
「ＯＤＡ評価『タイの産業人材育成
分野への支援の評価』調査」業務
委嘱

平成28年7月22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 13,495,871 12,956,855 96.0% B

調査・研
究

1-8
その他大
臣官房

9
「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28年7月25日 株式会社宗像デザイン研究所
東京都杉並区高円寺北２－２９－
１５

2 - @84.24 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

10
「『国際原子力協力室』が主催す
る国際会議の開催」業務委嘱

平成28年7月29日 有限会社ビジョンブリッジ 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 6 8,335,159 4,966,200 59.5% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

11 「ＵＰＳバッテリー」の購入 平成28年7月29日 株式会社エンターオン 東京都台東区台東４－２９－１３ 14 3,824,280 3,018,600 78.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

12
「在外公館配備用規格食器（銀
器）の製作・納入」業務委嘱

平成28年7月29日 株式会社百夢 東京都台東区柳橋１－１５－２ 1 - @157,032他 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

13 「関税率表の英文和訳」業務委嘱 平成28年8月1日 株式会社メディア総合研究所
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－１４－
４

2 6,480,000 6,069,600 93.6% A 通訳 6 国際法局

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28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

14
「『ジャパン・ハウス』に関する建築
コンサルタント業務（ロサンゼル
ス）」業務委嘱

平成28年8月1日 株式会社坂倉建築研究所 東京都港区赤坂９－６－１４ 2 10,860,145 5,918,400 54.4% G
工事・建
築サービ
ス

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

低入札価格調査実施済み

15
「伊勢志摩サミット・事後プレスツ
アー（ＴＩＣＡＤⅥプラスツアー）の
記者取材支援」業務委嘱

平成28年8月1日 クレアブ株式会社 東京都港区芝公園１－８－２１ 2 6,572,280 4,933,874 75.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

16
「在外公館用金屏風の製造・納
入」業務委嘱

平成28年8月1日 株式会社アッズーリ 東京都文京区白山３－３－３ 4 4,983,768 3,607,200 72.3% K 物品製造 1-5
在外公館
課

17
「自家発電装置保守点検専門技
術者派遣」業務委嘱

平成28年8月2日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３－５－８ 1 16,008,628 14,805,595 92.4% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

18
「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28年8月4日 M＆Iアート株式会社 東京都港区赤坂１－１２－３２ 2 5,271,321 4,471,200 84.8% B
調査・研
究

1-5
在外公館
課

19
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第４回目）釧路赤十字病院
受入支援」業務委嘱

平成28年8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 4,369,057 3,379,860 77.3% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局
８月９日付け変更契約（契約金
額，仕様書の変更）

20
「在外公館配備用規格食器（洋食
用磁器）の製作・納入」業務委嘱

平成28年8月5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 1 1,151,226
単価＠2,722

他
－ K 物品製造 1-5

在外公館
課

単価＠：2,722他

21
「国際女性会議（ＷＡＷ！）の会議
会場，宿舎及びレセプション等手
配」業務委嘱

平成28年8月10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 1 33,841,416 32,208,552 95.1% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

22

「『伊勢志摩サミットに向けた有識
者会合』に係るフォローアップ会
合と戦略会合に伴う会場及び運
営」業務委嘱

平成28年8月10日 近畿日本ツーリスト株式会社 東京都千代田区東神田１－７－８ 1 15,402,422 10,481,097 68.0% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

23 「外務省研修所」労働者派遣契約 平成28年8月12日 株式会社人材バンク 東京都武蔵野市中町１－１７－３ 4 1,827 1,544 84.5% N 派遣職員 9 研修所
単価契約：時間単価税抜
@1,430円，税込@1,544円

24
「ソフトウェアのライセンス等」の購
入

平成28年8月15日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 2 14,249,520 11,460,273 80.4% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

25
「軍備管理軍縮課が主催する国
際会議の開催」業務委嘱

平成28年8月16日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 3 6,427,586 4,783,640 74.4% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

26
「政府開発援助（ＯＤＡ）実績等集
計」業務委嘱

平成28年8月19日
株式会社アドービジネスコンサルタン
ト

東京都中央区日本橋浜町２－３１
－１ 1 5,095,440 3,780,000 74.1% B

調査・研
究

5
国際協力
局

H28W0335
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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28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

27
「樺太日本人墓地等調査」業務委
嘱

平成28年8月22日
特定非営利活動法人日本サハリン
協会

東京都渋谷区大山町４６－５ 2 3,853,418 2,916,000 75.6% B
調査・研
究

13 欧州局

28
「『Ｇ７ ＣＯＮＮＥＸ能力構築・透明
性向上国際会合』開催に係る会
議運営等」業務委嘱

平成28年8月24日
株式会社イー・シー・インターナショナ
ル

東京都渋谷区広尾１－１１－２ 3 4,644,640 3,276,344 70.5% D
事業実
施・会議
運営

4 経済局 Ｈ２８Ｕ０２８８

29
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

平成28年8月26日 株式会社国際ビジネスサポート 東京都足立区千住旭町３９－７ 4 3,578,294 3,125,288 87.3% Y 研修 1-5
在外公館
課

30
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第５回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成28年8月26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 1 4,049,433 3,099,189 76.5% D

事業実
施・会議
運営

13 欧州局

31
「旅券冊子用ICのためのプロテク
ションプロファイル英訳」業務委嘱

平成28年8月31日
株式会社プロスパー・コーポレーショ
ン

大阪府大阪市北区曽根崎新地１
－３－１６

7 1,760,552 463,320 26.3% A 通訳 7 領事局

32 「特殊撮影等」業務委嘱 平成28年9月30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 1 3,282,623 2,048,716 62.4% J
その他業
務委嘱

7 領事局

33 「生化学検査システム」の購入 平成28年9月1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 2 8,424,000 8,424,000 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

34 「在外公館執務参考図書」の購入 平成28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 6,848,933 6,410,918 93.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

35
「対外発信強化のための中南米
日系人招へい（第１グループ）に
係る接遇等」業務委嘱

平成28年9月1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

2 5,693,919 4,901,355 86.0% C
招聘・賓
客接遇

12 中南米局

36
「穏健主義育成のための文明間
対話事業」業務委嘱

平成28年9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 1 7,648,813 7,528,026 98.4% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局
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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28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

37
「国会便覧，国会議員要覧及び政
官要覧」の購入

平成28年9月5日 株式会社ドリームブレイン 東京都港区虎ノ門２－８－１ 3 3,555,360 2,799,042 78.7% L 物品購入 1-1
官房総務
課

38

「特定歴史公文書等のマイクロ
フィルム及び電子画像データの作
成、並びに目次データの作成」業
務委嘱

平成28年9月5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 5 14,493,991 @101.52 他 - J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

単価契約

39
「『ジャパン・ハウス（仮称）』に関
する建築コンサルタント業務（ロン
ドン）」業務委嘱

平成28年9月7日
日建建設コンストラクション・マネジメ
ント株式会社

東京都文京区後楽１－４－２７ 2 11,061,213 4,212,000 38.0% G
工事・建
築サービ
ス

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

40
「日米豪国際会議（仮称）開催」業
務委嘱

平成28年9月16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 1,329,035 965,849 72.6% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

41
「在外公館配備用規格食器（和食
用磁器）の製作・納入」業務委嘱

平成28年9月20日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 1 4,477,680 @9,720他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

42
「在外公館配備用規格食器（漆
器）の製作・納入」業務委嘱

平成28年9月20日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 1 9,051,839 @41,175他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

43
「ＯＤＡ評価ワークショップ」開催業
務委嘱

平成28年9月23日 株式会社レオズ・インターナショナル 東京都港区北青山３－６－７ 3 9,136,200 8,300,371 90.8% D
事業実
施・会議
運営

1-8
その他大
臣官房

44
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

平成28年9月28日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６
－８ 1 3,979,085 3,236,409 81.3% D

事業実
施・会議
運営

13 欧州局

45
「四島交流受入（歴史文化専門
家）」業務委嘱

平成28年9月28日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６
－８ 1 3,072,025 2,767,446 90.0% D

事業実
施・会議
運営

13 欧州局

46
「国連軍縮フェローシップ計画本
邦研修事業」業務委嘱

平成28年9月29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 1 5,183,862 4,776,371 92.1% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

47
「開発援助調査研究業務（アフリ
カにおけるＰＰＰの現状と課題）」
業務委嘱

平成28年9月30日
デロイトトーマツファイナンシャルアド
バイザリー合同会社

東京都千代田区丸の内３－３－１ 3 8,338,375 5,400,000 64.7% B
調査・研
究

5
国際協力
局

件数： 47件

6



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28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

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

174,347,084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28年7月1日～9月30日）

2
「第６回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡ
ＤⅥ）参加者の宿舎等配宿」業
務委嘱

平成28年7月1日
近畿日本ツーリスト株式会
社

東京都千代田区東神田１－７－８ 3 57,626,514 15,416,457 26.7% C
招聘・賓客
接遇

1-8
その他大
臣官房

1
「第６回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡ
ＤⅥ）参加者の宿舎等配宿」業
務委嘱

平成28年7月1日
近畿日本ツーリスト株式会
社

東京都千代田区東神田１－７－８ 3 － @31,200他 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-8
その他大
臣官房

単価契約

3
「アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ　Ⅵ）
における我が方要人等に対する
接遇」業務委嘱

平成28年8月1日
株式会社ＪＴＢ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 4 92,865,858 53,161,380 57.2% C
招聘・賓客
接遇

1-8
その他大
臣官房

4
「本邦－ラオス間の防弾車の輸
送」業務委嘱

平成28年8月1日
郵船ロジスティクス株式会
社

東京都港区芝公園２－１１－１ 5 9,057,593 4,309,200 47.5% U 輸送 1-6 儀典

5
「在外公館施設の長期修繕計画
策定等調査（Ｃグループ）」業務
委嘱

平成28年8月9日
株式会社伊藤喜三郎建築
研究所

東京都豊島区高田２－１７－２２ 3 18,550,707 12,474,000 67.2% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

6
「海外日系人大会における外務
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28年9月21日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,839,000 1,774,872 96.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

13 欧州局

7
「ベルギー国王王妃両陛下一行
接遇にかかる写真撮影」業務委
嘱

平成28年9月28日
富士フイ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３－６－３０ 2 1,757,700 1,587,600 90.3% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

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

応札者数

88,723,509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）

④ 企画競争に基づく随意契約方式 （契約期間　平成28年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「開発協力広報テレビ番組
の制作・放映及びその関連
業務」業務委嘱

平成28年7月1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，同者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）。

80,028,000 79,390,800 99.2% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局 1

2
「グローバルフェスタＪＡＰＡ
Ｎ２０１６における事務局」業
務委嘱

平成28年7月1日 株式会社日広通信社
東京都千代田区麹町
４－３－３

企画競争の結果，同者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）。

32,086,000 32,085,234 99.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

2

3
「採用案内（一般職）パンフ
レット作成」業務委嘱

平成28年7月4日
株式会社藤代範雄デザイン事
務所

茨城県小美玉市小川
５８－１

企画競争の結果，同者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）。

1,737,000 1,684,800 96.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-2 人事課 6

4
「日韓歴史家会議日本側事
務局」業務委嘱

平成28年7月6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，同者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）。

3,812,000 3,810,700 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

5
「非英語研修職員に対する
夏期英語集中研修」業務委
嘱

平成28年7月11日 株式会社海外放送センター
東京都千代田区神田
神保町３－７－１

企画競争の結果，同者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）

3,401,500 2,898,880 85.2% Y 研修 9 研修所 2

6
「日本の国連加盟６０周年記
念関連事業」業務委嘱

平成28年7月14日 株式会社ＪＤＮ
東京都台東区上野５
－３－４

企画競争の結果，同者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）。

4,900,000 4,810,644 98.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

3

7
「外交史料館所蔵史料イン
ターネット検索システムの構
築」業務委嘱

平成28年7月28日 インフォコム株式会社
東京都渋谷区神宮前
２－３４－１７

競争に付することができない又は競争に付することが
不利と認められ，他に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

28,219,690 17,927,877 63.5% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

3

8
「外交史料館所蔵史料イン
ターネット検索システムの運
用保守」業務委嘱

平成28年7月28日 インフォコム株式会社
東京都渋谷区神宮前
２－３４－１７

競争に付することができない又は競争に付することが
不利と認められ，他に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

1,222,695 1,220,376 99.8% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

3

9

「海外向け政策広報動画の
制作及び海外テレビネット
ワーク並びにＷｅｂ・ソーシャ
ルメディアにおける広報」業
務委嘱

平成28年7月29日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－
３－１

企画競争の結果，同者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）。

105,284,000 105,060,040 99.7% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

10
「ＯＤＡ事例をまとめたパンフ
レットの作成」業務委嘱

平成28年7月29日 株式会社ナチュラル
東京都中央区日本橋
堀留町１－１０－９

企画競争の結果，同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であり，他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

1,500,000 1,490,400 99.3% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

6

11
「中堅職員のための英語研
修」業務委嘱

平成28年8月1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，同者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）。

6,594,000 6,067,908 92.0% Y 研修 9 研修所 3

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



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28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
「北方四島医師・看護師等
研修事業」業務委嘱

平成28年8月5日
株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道札幌市中央区
大通西３－１１

企画競争の結果，同者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）。

7,300,000 7,290,000 99.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

13
「日蘭平和交流事業の実
施」業務委嘱

平成28年8月9日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都千代田区霞が
関３－２－５

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

11,000,000 10,840,935 98.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

14

「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28年8月10日 株式会社インテグラル
東京都千代田区猿楽
町２－１－１４

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

8,964,000 8,963,352 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

15
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成28年8月10日 株式会社アヴァンティスタッフ
東京都中央区日本橋
兜町６－７

企画競争の結果，同者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）。

3,787,000 3,751,235 99.0% Y 研修 9 研修所 1

16
「日本国際漫画賞実施」業
務委嘱

平成28年8月19日 株式会社イーストクルー
東京都新宿区新宿５
－１－１３

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

6,955,000 6,950,979 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

17
「気候変動分野の透明性に
係るキャパビル・セミナー日
本側事務局」業務委嘱

平成28年8月30日
公益財団法人地球環境戦略
研究機関

神奈川県三浦郡葉山
町上山口２１０８－１
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）。

7,702,000 6,905,174 89.6% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

2

18

「外務省ホームページ（英
語）及び外務省ソーシャルメ
ディア（英語）の発信支援・
運営改善」業務委嘱

平成28年9月1日 クレアブ株式会社
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）。

13,000,000 12,999,420 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

19
「日豪１．５トラック安全保障
対話開催」業務委嘱

平成28年9月2日
公益財団法人日本国際問題
研究所

東京都千代田区霞が
関３－８－１

企画競争の結果同社が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）。

1,289,000 1,288,504 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

20
「日米草の根平和交流招聘
プログラム」業務委嘱

平成28年9月5日 近畿日本ツーリスト株式会社
東京都千代田区東神
田１－７－８

企画競争の結果同者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）。

26,335,000 25,796,320 97.9% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 3

21
「次世代査証・事前審査制
度導入に向けた検討（制度・
システム設計）」業務委嘱

平成28年9月8日
株式会社インターフュージョン・
コンサルティング

東京都港区三田３－
１２－１６

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るため（会計法第29
条の3第4項）。

23,450,000 23,112,000 98.5% H
システム
関係

7 領事局 2

22

「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28年9月12日 株式会社アークアカデミー
東京都新宿区西新宿
７－１８－１６

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）。

566,466,000 564,784,706 99.7% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

10



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28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）

23
「『ジャパン・ハウス』の国内
プレイベント実施・運営」業
務委嘱

平成28年9月12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るため（会計法第29
条の3第4項）。

15,654,870 15,654,870 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

24

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築事業』：
日欧有識者による非公開セ
ミナー開催」業務委嘱

平成28年9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

企画競争の結果同者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）。

3,000,000 2,792,988 93.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

25
「オンライン英語研修」業務
委嘱

平成28年9月16日
株式会社シェーンコーポレー
ション

東京都千代田区富士
見二丁目１１－３

企画競争の結果同者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）。

10,800,000 @59,400他 - Y 研修 9 研修所 2

26

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

平成28年9月16日 株式会社日経映像
東京都中央区日本橋
茅場町２－６－１

企画競争の結果，同者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）。

44,673,000 @2,800他 - Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

7

27

「海外向け政策広報動画の
制作及びそのＷｅｂ・ソー
シャルメディアにおける広
報」業務委嘱

平成28年9月26日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－
３－１

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

40,000,000 39,993,000 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

件数： 27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

987,571,142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

11



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28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）」業務委嘱

平成28年7月7日
公益社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中央区
北一条西３－３

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）。

16,363,586 16,363,586 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

2
「ＪＥＴプログラムによる30周
年記念式典開催に係る請
負」業務委嘱

平成28年7月26日
株式会社京王プラザ
ホテル

東京都新宿区西新宿
２－２－１

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）。

- 10,037,520 - D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

3
「北方四島住民招聘事業
（一般：釧路市）」業務委嘱

平成28年9月5日
公益社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中央区
北一条西３－３

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）。

13,361,342 13,361,342 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

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

随意契約理由

39,762,448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

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28年7月1日～9月30日）

1
「在外公館向け公邸用規格食器（銀器）
の修理」業務委嘱

平成28年7月1日 株式会社オロブラン 東京都北区田端１－１７－１
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）。

1,593,864 1,593,864 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

2

「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）根室市受入支援及び啓発業
務及び市立根室病院治療支援」業務委
嘱

平成28年7月4日 市立根室病院 北海道根室市有磯町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）。

4,721,278 4,721,278 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

3

「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）根室市受入支援及び啓発業
務及び市立根室病院治療支援」業務委
嘱

平成28年7月4日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７
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ないた
め（会計法第29条の3第4項）。

3,681,642 3,681,642 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

4

「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）中標津町役場受入支援及び
啓発業務及び町立中標津病院治療支
援」業務委嘱

平成28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

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）。

2,521,476 2,521,476 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

5

「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）中標津町役場受入支援及び
啓発業務及び町立中標津病院治療支
援」業務委嘱

平成28年7月4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

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）。

1,183,065 1,183,065 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

6
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
３回）治療業務」業務委嘱

平成28年7月5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

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）。

1,089,817 1,089,817 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

7
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議出
席にかかる同時通訳」業務委嘱

平成28年7月6日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６

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り，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

2,511,000 2,511,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

8
「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28年7月7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

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）。

11,590,936 11,590,936 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

9
「情報セキュリティ強化のための人事給
与関係業務システムのアーキテクチャ更
新等」業務委嘱

平成28年7月11日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

202,544,280 202,544,280 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

10
「情報セキュリティ強化のための人事給
与関係業務システムのソフトウェア・
バージョンアップ作業」業務委嘱

平成28年7月11日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

8,220,636 8,220,636 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
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 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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28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）

11
「経済連携協定（ＥＰＡ）の経済効果分析
のためのデータ整備等に関する調査」業
務委嘱

平成28年7月13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

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）。

9,978,120 9,978,120 100.0% B 調査・研究 4 経済局

本件は，経済産業省と
の共同事業であり，契約
金額は9,978,120円(内，
当省負担分は4,989,060
円)

12
「次期会計統合システムとの連携対応作
業」業務委嘱

平成28年7月15日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

7,000,000 7,000,000 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

13
「外務大臣の国連安保理公開討論にか
かる同時通訳」業務委嘱

平成28年7月19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

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

2,483,000 2,483,000 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

14
「パーソナルコンピュータ等のレンタル及
び保守」業務委嘱

平成28年7月25日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

5,581,710 5,581,710 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

15
「記録文書ファイル管理システム業務系
共通プラットフォームサーバＯＳバージョ
ンアップ検証作業」業務委嘱

平成28年7月25日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

1,512,000 1,512,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

16
「業務系共通プラットフォーム内における
政府共通プラットフォーム連携基盤構
築」業務委嘱

平成28年7月27日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

29,036,616 29,036,616 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

17
「業務系共通プラットフォーム内における
政府共通プラットフォーム連携基盤機
器」賃貸借保守

平成28年7月27日

①日立キャピタル株式
会社
②株式会社日立製作
所

①東京都港区西新橋１－３
－１
②東京都品川区南大井６－
２３－１

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

23,077,336 23,077,336 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

18 「ソフトウェア」賃貸借保守 平成28年7月29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

競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められ，他に
競争を許さないため（会計法第29条の3第
4項）。

5,035,078 5,035,078 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

19
「アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅥ）参加者の
携帯電話の手配」業務委嘱

平成28年8月1日
近畿日本ツーリスト株
式会社

東京都千代田区東神田１－
７－８

内容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）。

9,655,600 9,655,600 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

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28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）

20
「リオ・オリンピック・パラリンピック時のＴ
ｏｋｙｏ２０２０ジャパン・ハウス内外務省
連絡室内の設営」業務委嘱

平成28年8月1日 株式会社電通 東京都港区東新橋１－８－１
業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

7,805,860 7,805,860 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

21 「在外公館における警備指導」業務委嘱 平成28年8月3日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－６
業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

89,949,436 89,949,436 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

22 「サーバ機器等」賃貸借保守 平成28年8月3日

①東京センチュリー
リース株式会社
②新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

①東京都千代田区神田練塀
町３
②東京都中央区新川２－２０
－１５

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）。

11,830,559 11,830,559 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

23
「日本国際漫画賞公式Webサイト移行作
業・運用保守・セキュリティ監視」業務委
嘱

平成28年8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）。

4,914,000 4,914,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

24
「領事業務情報システム（外務省情報
ネットワーク刷新等に伴う査証事務支援
システム対応作業等）」業務委嘱

平成28年8月4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）。

24,944,760 24,944,760 100.0% H
システム
関係

7 領事局

25
「総理及び外務大臣の第六回アフリカ開
発会議にかかる日英・日仏同時通訳」業
務委嘱

平成28年8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熟練し，
総理・大臣自身の希望に適った相性
の良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）。

24,723,800 24,723,800 100.0% A 通訳 1-8
その他大
臣官房

26
「情報公開事務支援システムの改修」業
務委嘱

平成28年8月8日
アクティブ・ティ株式会
社

愛知県名古屋市中村区名駅
４－２－２５

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）。

1,334,880 1,334,880 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

27
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）釧路赤十字病院治療支援」業
務委嘱

平成28年8月8日
総合病院釧路赤十字
病院

北海道釧路市新栄町２１－１
４

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

1,079,179 1,079,179 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

28 「日中韓外相会議」業務委嘱 平成28年8月15日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１

内容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）。

1,041,336 1,041,336 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

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28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）

29
「日中韓外相会談における音響・同時通
訳機材運用」業務委嘱

平成28年8月16日
株式会社放送サービス
センター

東京都新宿区本塩町９

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１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（予算決算及び会計令第99条の
2）。

2,979,720 2,829,600 94.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

30
「日中韓外相会議におけるバックパネル
製作等」業務委嘱

平成28年8月16日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区淡路町
３－６－１３

内容が直前に確定したため，競争を行
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）。

2,019,600 2,019,600 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

31
「日韓フォーラム外務省主催夕食会」業
務委嘱

平成28年8月16日
ザ・ホテリエ・グループ
赤坂株式会社

東京都港区赤坂１－１２－３
３

内容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）。

1,138,968 1,138,968 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

32
「国連総会関連会合等にかかる同時通
訳」業務委嘱

平成28年8月19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）。

12,693,480 12,693,480 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

33
「中国における遺棄化学兵器の状況に
関する現地調査」業務委嘱

平成28年8月22日
中華人民共和国外交
部

北京市朝陽門南大街２
業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

108,927,840 108,927,840 － S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

34
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第第４回目追加）中標津町役場受入支
援及び啓発業務」業務委嘱

平成28年8月23日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

2,379,672 2,379,672 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

35
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目追加）町立中標津病院治療支
援」業務委嘱

平成28年8月23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

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

1,309,320 1,309,320 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

36
「総理大臣のＧ２０杭州サミット及びＡＳＥ
ＡＮ関連首脳会議にかかる同時通訳」業
務委嘱

平成28年8月24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）。

4,996,500 4,996,500 100.0% A 通訳 4 経済局

37
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）市立根室病院治療支援」業務
委嘱

平成28年8月25日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２
業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

4,454,836 4,454,836 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

16



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28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）

38
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）根室市受入支援及び啓発業
務」業務委嘱

平成28年8月25日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７
業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

3,626,815 3,626,815 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

39
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）中標津町役場受入支援及び
啓発業務」業務委嘱

平成28年8月25日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

2,550,538 2,550,538 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

40
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）町立中標津病院治療支援」業
務委嘱

平成28年8月25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

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

2,182,065 2,182,065 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

41
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）北海道立子ども総合医療・療
育センター治療支援」業務委嘱

平成28年8月25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

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

2,086,224 2,086,224 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

42
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）釧路赤十字病院治療支援」業
務委嘱

平成28年8月25日
総合病院釧路赤十字
病院

北海道釧路市新栄町２１－１
４

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

1,806,791 1,806,791 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

43
「総理大臣のＧ２０杭州サミットにかかる
日中同時通訳」業務委嘱

平成28年8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

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）。

1,416,000 1,416,000 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

44
「海外安全ホームページの改修（スマー
トフォン版国別海外安全情報ページの表
示変更）」業務委嘱

平成28年8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）。

1,155,600 1,155,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

45
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回）釧路受入支援」業務委嘱

平成28年8月26日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

業務の性質又は目的から特定の者で
なければ納入又は遂行できないため
(会計法第29条の3第4項）。

1,973,500 1,969,355 99.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

46
「在パプアニューギニア日本国大使館新
営工事に係る第３回設計変更業務及び
工事契約変更協力」業務委嘱

平成28年9月1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ず，他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

10,330,502 10,054,800 97.3% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

17



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28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）

47
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目追加）中標津町役場受入支援」
業務委嘱

平成28年9月1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）。

2,808,432 2,808,432 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

48
「広報用動画『日本の国連加盟６０周年』
の放映」業務委嘱

平成28年9月1日
株式会社ジェイアール
東日本企画

東京都渋谷区恵比寿南１－
５－５

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）。

2,700,000 2,700,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

2
総合外交
政策局

49
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目追加）町立中標津病院治療支
援」業務委嘱

平成28年9月1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）。

1,433,520 1,433,520 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

50
「日中高級事務レベル海洋協議会議開
催」業務委嘱

平成28年9月1日
グランドプリンスホテル
広島

広島県広島市南区元宇品２
３－１

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）。

1,260,359 1,260,359 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

51 「ソフトウェア賃貸借保守」業務委嘱 平成28年9月2日

①東京センチュリー
リース株式会社
②新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

①東京都千代田区神田練塀
町３
②東京都中央区新川２－２０
－１５

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）。

15,105,234 15,105,234 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

52
「領事業務情報システム（外務省情報
ネットワーク刷新等に伴う領事業務情報
システム端末等の整備）」業務委嘱

平成28年9月5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）。

53,456,628 53,456,628 100.0% H
システム
関係

7 領事局

53
「在ソロモン大使館事務所移転に伴う基
幹通信網アクセス回線（ＶＳＡＴ）の移設
作業」業務委嘱

平成28年9月7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）。

8,484,565 8,484,565 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

54
「回覧物管理システムのフレームワーク
移行作業」業務委嘱

平成28年9月7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）。

5,572,800 5,572,800 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

55
「業務系共通プラットフォームサーバＯＳ
バージョンアップに伴う回覧物管理シス
テム改修作業」業務委嘱

平成28年9月7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）。

3,240,000 3,240,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房
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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28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）

56
「特定秘密文書適格性評価機能追加の
ための管理者評価集計システムの改
修」業務委嘱

平成28年9月8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）。

8,802,000 8,802,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

57
「日露経済諮問会議に伴う日露同時通
訳」業務委嘱

平成28年9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

会合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）。

1,362,820 1,362,820 100.0% A 通訳 13 欧州局

58
「総理大臣のキューバ訪問にかかる同
時通訳」業務委嘱

平成28年9月9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）。

3,113,980 3,113,980 100.0% A 通訳 12 中南米局

59
「ボストンキャリアフォーラムへの参加，
出展」業務委嘱

平成28年9月12日 株式会社ディスコ
東京都文京区後楽２－１５－
１

本件は，契約相手方が主催するフォー
ラムに参加，出展するものであり，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

2,667,099 2,667,099 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

60
「外務副大臣の日サウジアラビア合同委
員会会合出席にかかる日英同時通」業
務委嘱

平成28年9月20日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６

本契約の相手方は，本件事業相手が
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）。

1,562,680 1,562,680 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

61
「条約テキスト類の印刷・製本（増刷）」
業務委嘱

平成28年9月23日
昭和情報プロセス株式
会社

東京都港区三田５－１４－３
緊急の必要により競争に付することが
できないため（会計法第29条の3第4
項）。

3,521,594 3,521,594 100.0% P 印刷・製本 6 国際法局

62
「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の情
報セキュリティ対策」業務委嘱

平成28年9月23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）。

3,110,400 3,110,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

63
「日・シンガポール首脳会談及び共同記
者会見等の音響機材設営」業務委嘱

平成28年9月23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

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）。

2,114,562 2,114,562 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

64
「サーバ機器等一式の賃貸借保守」業
務委嘱

平成28年9月29日

①東京センチュリー
リース株式会社
②新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

①東京都千代田区神田練塀
町３
②東京都中央区新川２－２０
－１５

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）。

33,103,224 33,103,224 100.0% 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28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）

65
「領事業務情報システム（査証システム）
の改修」業務委嘱

平成28年9月29日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

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）。

5,394,600 5,394,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

66
「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28年9月30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）。

12,729,180 12,729,180 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

67
「『統合医療情報処理システム』の再リー
ス及び保守」業務委嘱

平成28年9月30日
①株式会社富士通
マーケティング
②株式会社ＪＥＣＣ

①東京都港区港南２－１５－
３
②東京都千代田区丸の内３
－４－１

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）。

1,193,028 1,193,028 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

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

840,975,973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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