
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） 4 件

②　 一般競争方式（①以外） 47 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 21 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 4 件

⑥　 その他の随意契約方式 62 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10月1日～12月31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10月1日～12月31日）

1 乗用自動車交換購入業務一式 平成28年11月28日 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２－１－１ 3 16,293,960 14,745,619 90.4% L 物品購入 1-4 会計課

2
「大型書類裁断システムの賃貸
借」業務委嘱

平成28年11月29日
①昭和リース株式会社
②ナカバヤシ株式会社

①東京都文京区後楽１－４－１４
②東京都板橋区東坂下２－５－１ 1 26,244,000 26,190,000 99.7% H

システム
関係

1-1
官房総務
課

3
「大型書類裁断システムの保守」
業務委嘱

平成28年11月29日 ナカバヤシ株式会社 東京都板橋区東坂下２－５－１ 1 125,280 125,280 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

4 「緊急備蓄品」の購入 平成28年12月16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 59,433,471 36,147,600 60.8% L 物品購入 1-5
在外公館
課

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

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

77,208,499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10月1日～12月31日）

1
「広報冊子『海外安全虎の巻』印
刷，製本，発送等」業務委嘱

平成28年10月3日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 5 6,315,840 5,767,200 91.3% P 印刷・製本 7 領事局

2
「外交行のう用外袋（大型・小型）
及び携行用外交行のう袋（大型・
小型）の製造・納入」業務委嘱

平成28年10月5日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１－１５－７ 2 15,596,280 14,605,920 93.6% K 物品製造 1-3
情報通信
課

3
「『我が国捕鯨政策等に関する過
去の事実関係』に関する調査研
究」業務委嘱

平成28年10月7日 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町１－１－２ 2 5,400,000 4,320,000 80.0% B 調査・研究 6 国際法局

4
「在加日系人リーダー招へいプロ
グラムに係る接遇」業務委嘱

平成28年10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 2 3,119,490 3,074,695 98.5% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

5
「日露隣接地域における生態系保
全協力ワークショップ開催」業務
委嘱

平成28年10月12日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６
－８ 1 2,926,300 2,452,060 83.7% D

事業実施・
会議運営

13 欧州局

6
「外務省北庁舎執務室レイアウト
変更等」業務委嘱

平成28年10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 11,488,662 9,209,160 80.1% J
その他業
務委嘱

2
総合外交
政策局

7

「食料安全保障・栄養に関するＧ７
国際シンポジウム及びＧ７食料安
保作業部会フォローアップ会合開
催支援」業務委嘱

平成28年10月13日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

2 5,756,032 5,003,730 86.9% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

8
「マイクロフィルムリーダープリン
タ」の購入

平成28年10月14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 2,229,120 2,083,320 93.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

9
「外務省ストレスチェック業務」業
務委嘱

平成28年10月17日 株式会社インソース
東京都千代田区神田錦町２－７
－５

8 6,673,860 @150他 － J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

10
「自動血球計数装置及び心電図
解析装置」の購入

平成28年10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 6,523,200 3,888,000 59.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

11
「国際女性会議（ＷＡＷ！２０１６）
開催」業務委嘱

平成28年10月24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 4 42,086,000 36,300,848 86.2% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

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

12
「条約集の編集及び印刷・製本」
業務委嘱

平成28年10月24日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 3 8,676,720 7,312,680 84.2% P 印刷・製本 6 国際法局

13
「『海上安全保障に関するＧ７ハイ
レベル会合』の開催に係る会場等
提供」業務委嘱

平成28年10月24日 株式会社帝国ホテル 東京都千代田区内幸町１－１－１ 1 4,947,320 4,866,100 98.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

14
「在外公館医務官室用備品（ＡＥＤ
本体）」の購入

平成28年10月24日 ＡＬＳＯＫ千葉株式会社
千葉県千葉市花見川区幕張本郷
１－３－３３

2 4,406,400 2,386,800 54.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

15
「核兵器のない世界へ長崎国際
会議開催」業務委嘱

平成28年10月28日
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザ
イン

東京都港区芝３－２３－１ 3 91,278,959 72,360,000 79.2% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

16

「開発援助調査研究業務（国際連
帯税を導入する場合のあり得べき
制度設計及び効果・影響の試算
等）」業務委嘱

平成28年10月28日 一般財団法人日本総合研究所 東京都港区赤坂４－８－２０ 1 8,401,669 7,452,000 88.6% B 調査・研究 5
国際協力
局

17
「『日本外交文書 占領期 第一巻・
第二巻』の印刷・製本」業務委嘱

平成28年10月31日 株式会社六一書房
東京都千代田区神田神保町２－
２－２２

2 2,628,720 2,246,400 85.4% P 印刷・製本 1-8
その他大
臣官房

18
「飯倉公館1階女子トイレ増設工
事」業務委嘱

平成28年11月1日 株式会社クリマテック 東京都新宿区富久町１０－５ 1 13,125,225 12,960,000 98.7% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

19
「地方連携フォーラムにおける
ケータリングサービス」業務委嘱

平成28年11月2日 株式会社マックスパート 東京都中央区晴海３－８－１ 2 1,523,000 1,161,000 76.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

20
「今後の文化無償のあり方に関す
る調査」業務委嘱

平成28年11月4日
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
グローバル

東京都新宿区西新宿３－２０－２ 2 10,111,849 4,428,000 43.7% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

21

「露大統領の訪日準備事務局で
使用する執務用什器類の借上げ
及び外務省備品の移設・保管」業
務委嘱

平成28年11月10日 広友レンティア株式会社 東京都港区新橋６－１７－１５ 2 7,024,989 4,298,400 61.1% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

22
「『海洋安全保障に関するＧ７ハイ
レベル会合』の開催に係る会議運
営及び招聘」業務委嘱

平成28年11月14日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 3 4,931,156 4,432,901 89.8% C
招聘・賓客
接遇

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

23

「ドーヴィル・パートナーシップ有
識者会合『中東・北アフリカ地域に
おける女性の経済・社会・政治的
役割の推進（仮）』開催に係る会
議会場及び宿舎提供」業務委嘱

平成28年11月15日 株式会社プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０ 2 4,922,500 2,975,819 60.4% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

24
「地域の魅力発信セミナー開催に
係る業務」業務委嘱

平成28年11月15日 藤田観光株式会社 東京都文京区関口２－１０－８ 3 2,861,650 2,829,844 98.8% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

25
「エネルギー憲章会議及びアジ
ア・エネルギー安全保障セミナー
開催」業務委嘱

平成28年11月15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 2,271,500 1,544,217 67.9% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

26

「ドーヴィル・パートナーシップ有
識者会合『中東・北アフリカ地域に
おける女性の経済・社会・政治的
役割の推進（仮）』開催に係る会
議運営」業務委嘱

平成28年11月24日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 1 7,135,436 6,349,060 88.9% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

27
「『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28年11月28日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 3 10,253,520 9,601,200 93.6% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

28 「シュレッダー」の購入 平成28年11月30日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 2 13,089,600 11,391,840 87.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

29
「アフリカにおけるテロ及び暴力的
過激主義対策支援ワークショップ
開催」業務委嘱

平成28年12月1日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 3 8,997,802 7,410,635 82.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

30
「国別開発協力第三課執務室拡
充及びレイアウト変更」業務委嘱

平成28年12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 2 7,884,000 7,118,172 90.2% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

31
「インマルサット・BGAN型衛星通
信装置（EXPLORER700及び710）
用バッテリー」の購入

平成28年12月5日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 2 5,508,000 4,289,760 77.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

32
「日・バルトセミナー開催」業務委
嘱

平成28年12月5日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７ 1 2,939,882 2,905,199 98.8% D

事業実施・
会議運営

13 欧州局

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28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

33
「日・ＡＳＥＡＮ経済連携協定（ＡＪＣ
ＥＰ）合同委員会開催」業務委嘱

平成28年12月6日 株式会社プリンスホテル
長野県北佐久群軽井沢町軽井沢
１０１６

3 16,879,528 13,001,924 77.0% 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13,001,924円（内，当
省負担分は，4,532,045円）

34
「『輸入規制当局関係者招へい事
業』に係る接遇等」業務委嘱

平成28年12月9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 13,159,388 12,042,340 91.5% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

35
「テロ・暴力的過激主義に対する
アジア地域実務者ワークショップ
開催」業務委嘱

平成28年12月15日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4 8,458,527 6,687,891 79.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

36 「防災備蓄倉庫」の購入 平成28年12月19日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 3 3,078,000 2,635,200 85.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

37
「主要なテレビ国際放送に関する
評価調査」業務委嘱

平成28年12月20日 イプソス株式会社 東京都港区虎ノ門４－３－１３ 1 15,477,345 15,119,998 97.6% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

38
「モルディブにおける草の根文化
無償資金協力の案件形成等調
査」業務委嘱

平成28年12月20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 1 9,676,290 9,453,319 97.6% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

39 「守衛用制服」の購入 平成28年12月20日 東光商事株式会社
神奈川県横須賀市根岸町２－３３
－１

3 2,311,200 2,131,272 92.2% L 物品購入 1-4 会計課

40
「緊急時邦人保護体制の整備に
係るFM放送機」の購入

平成28年12月21日 株式会社サムウエイ 静岡県富士市今泉３－９－２ 2 3,855,600 3,024,000 78.4% L 物品購入 7 領事局

41 「在外公館用金屏風」の購入 平成28年12月21日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 3 3,093,300 2,214,000 71.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

42
「中東・北アフリカ地域からの親日
派・知日派招へい」業務委嘱

平成28年12月22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 3 7,488,844 6,498,351 86.7% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

43 「超音波画像診断装置」の購入 平成28年12月22日 有限会社ユアーズメディカル 千葉県君津市人見２－１６－１５ 1 6,048,000 5,745,600 95.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

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

44
「『日米硫黄島戦没者合同慰霊追
悼顕彰式』航空機チャーター機運
航」業務委嘱

平成28年12月26日 日本航空株式会社 東京都品川区東品川２－４－１１ 2 12,807,000 12,367,080 96.5% U 輸送 11 北米局

45
「在外公館医務官室用初度備品」
の購入

平成28年12月26日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 2 7,656,385 7,310,520 95.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

46
「日・イラン外交官交流事業にか
かる接遇等」業務委嘱

平成28年12月26日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 2 4,976,917 4,264,827 85.6% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

47
「『対外発信強化のための中南米
日系人招へい（第２グループ）』に
かかる接遇等」業務委嘱

平成28年12月27日 株式会社メディアアトリエ 東京都渋谷区渋谷３－１－１０ 2 5,843,024 4,821,366 82.5% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

件数： 47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

374,342,648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10月1日～12月31日）

1
「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
サービス」業務委嘱

平成28年10月28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 4,112,370 3,420,900 83.1% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典

2
「中東アフリカ大使会議における
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28年11月4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 1,252,530 1166400 93.1% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

14
中東アフリ
カ局

3
「エネルギー憲章会議外務大臣
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11月15日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 3 2,503,152 2,174,256 86.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

4 経済局

4
「中南米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28年11月17日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,463,328 1,246,752 85.1% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

5
「シンガポール大統領一行接遇
に係る写真撮影」業務委嘱

平成28年11月18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 1,422,900 1,285,200 90.3% J
その他業
務委嘱

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

9,293,508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10月1日～12月31日）
備考２
応募者数

1
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

平成28年10月7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）。

44,522,000 40,639,770 91.2% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

2
「『気候変動と脆弱性』作業
部会会合等のための事務
局」業務委嘱

平成28年10月11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）。

9,124,000 8,984,125 98.4% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

2

3
「対ロシア技術支援事業ＯＪ
Ｔ研修『医療近代化』」業務
委嘱

平成28年10月14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）。

11,100,000 11,095,365 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

4
「ＡＳＥＡＮ記者招へい事業」
業務委嘱

平成28年10月19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）。

8,000,000 7,770,400 97.1% C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

5
「地域の魅力海外発信支援
事業」業務委嘱

平成28年10月24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）。

96,780,000 96,753,312 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房

2

6
「日豪草の根平和交流（第
二次）」業務委嘱

平成28年10月24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）。

5,700,000 5,595,264 98.1% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

7
「パンフレット『中東・北アフリ
カと日本（仮題）』の作成」業
務委嘱

平成28年10月26日 株式会社ジャパックス
東京都渋谷区神宮前１
－１４－１４

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）。

2,500,000 1,738,001 69.5% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

14
中東アフリ
カ局

8

8
「日中研究交流支援事業」
業務委嘱

平成28年10月27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）。

5,170,000 3,966,335 76.7% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

9

「日本事情発信ウェブサイト
『Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎ』内サブサイ
トのコンテンツ制作」業務委
嘱

平成28年10月31日
株式会社富士通ラーニングメ
ディア

東京都港区港南２－
１３－３４

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）。

17,695,000 15,897,600 89.8% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

10
「外務省情報システム全体
管理・情報化推進支援」業
務委嘱

平成28年11月1日
ディーディーエヌコンサルティ
ング株式会社

東京都千代田区三番
町６

企画競争の結､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るため（会計法第29条
の3第4項）。

5,339,250 5,279,900 98.8% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課 1

11
「海外向け支持要請パンフ
レットの制作請負」業務委嘱

平成28年11月1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）。

3,706,000 @10,000他 - Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

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）

12
「領事業務情報システム『領
事データ管理システム等の
統合』」業務委嘱

平成28年11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

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）。

1,984,700,000 1,888,365,960 95.1% H
システム
関係

7 領事局 2

13
「『中国における日本理解促
進のための冊子』の制作請
負」業務委嘱

平成28年11月7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るため（会計法第29
条の3第4項）。

8,000,000 7,996,428 99.9% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

6

14

「少数言語通訳研修（ペル
シャ語，イタリア語，ポーラン
ド語，トルコ語，チェコ語）」
業務委嘱

平成28年11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

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）。

4,750,000 4,729,660 99.5% Y 研修 1-2 人事課 1

15
「ウェブアクセシビリティ対
応」業務委嘱

平成28年11月10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るため（会計法第29
条の3第4項）。

6,400,000 6,392,628 99.8% H
システム
関係

#N/A #N/A 3

16

「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・オフィ
ス支援」業務委嘱

平成28年11月22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）。

54,000,000 54,000,000 100.0% H
システム
関係

#N/A #N/A 5

17
「日本の国連加盟６０周年記
念行事」業務委嘱

平成28年11月25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

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）。

13,331,000 11,796,404 88.4% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局 1

18
「少数言語通訳研修（タイ
語，インドネシア語，ポルト
ガル語）」業務委嘱

平成28年11月30日 株式会社バークレーハウス
東京都千代田区五番
町５－１

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）。

2,850,000 2,810,700 98.6% Y 研修 1-2 人事課 2

19
「ロシアにおける日本紹介事
業に係る事前調査・事前広
報事業」業務委嘱

平成28年12月15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るため（会計法第29
条の3第4項）。

110,163,000 110,118,091 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

13 欧州局 3

20
「ＰＤＣＡシステムの強化」業
務委嘱

平成28年12月16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るため（会計法第29
条の3第4項）。

41,000,000 38,581,110 94.1% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

21
「総合人材育成システム」の
購入

平成28年12月21日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井
６－２３－１

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るため（会計法第29
条の3第4項）。

11,000,000 10,999,908 99.9% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

2

件数： 21件

契約金額：

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

2,333,510,961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28年10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1
「北方四島住民招聘事業」
業務委嘱

平成28年10月4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）。

22,548,747 22,548,747 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局 1

2

「東アジア地域包括的経済
連携（ＲＣＥＰ）交渉会合開
催に係る会議会場の提供及
び一部会議補助」業務委嘱

平成28年11月25日
一般財団法人神戸国
際観光コンベンション
協会

兵庫県神戸市中央区
港島中町６－９－１

公募を実施したが､審査の結果､業務の適性な遂行が
可能と認められたのは､一者のみであり､他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4項）。

1,998,400 1,998,400 100.0% 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1,998,400
円。（内，外務省負
担額，499,600円）

4

3

「東アジア地域包括的経済
連携（ＲＣＥＰ）交渉会合開
催に係る会議会場の提供及
び一部会議補助」業務委嘱

平成28年12月1日
株式会社神戸ポート
ピアホテル

兵庫県神戸市中央区
港島中町６－１０－１

公募を実施したところ，契約の性質又は目的から特定
の者でなければ履行できなく，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

26,735,702 26,735,702 100.0% 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26,735,702
円。（内，当省負担
分は，7,919,654円）

4

4
「『元老会議（OBサミット）専
門家会合 』に関する政策提
言の編集・翻訳」業務委嘱

平成28年12月22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者のみであり，また，審
査の結果，業務の適正な履行が可能であると認めら
れ，他に競争を許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

4,840,000 4,840,000 100.0% J
その他業
務委嘱

2
総合外交
政策局 1

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

随意契約理由

56,122,849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28年10月1日～12月31日）

1
ベルギー国王王妃両陛下一行接遇（宿
舎等手配）

平成28年10月4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）。

7,743,160 7,743,160 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

2
「管理者評価集計システムのセキュリ
ティ対策作業」業務委嘱

平成28年10月5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）。

12,123,000 12,123,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

3
「情報セキュリティ対策自己点検サーバ
の保守・改修」業務委嘱

平成28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）。

5,462,640 5,462,640 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

4
「在大韓民国日本国大使館新営工事に
かかる工事請負業者選定協力」業務委
嘱

平成28年10月6日 株式会社久米設計
東京都江東区潮見２－１－２
２

本件業務は新営工事にかかる工事業
者選定協力業務であり，入札に係る設
計図書の作成や応札希望者から受け
る設計内容の詳細な質問が求めら
れ，基本・実施設計業務を委託した同
社以外に確実に業務を実行しうる者は
なく，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）。

1,317,513 1,316,520 99.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

5 ヨルダン国王一行接遇（宿舎等手配） 平成28年10月12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（会計法第29条の3第4項）。

5,622,696 5,622,696 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

6
「『次世代日系人指導者会議』開催にか
かる招へい・接遇等」業務委嘱

平成28年10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

再度の入札，又は再度公告入札をし
ても落札者がなく，他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第5項）。

5,269,242 5,229,711 99.2% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

7 ブラジル大統領一行接遇（宿舎等手配） 平成28年10月13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）。

4,071,540 4,071,540 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

8
ベルギー国王王妃両陛下一行接遇（宿
舎等手配，車両借上契約）

平成28年10月13日 大阪エムケイ株式会社
大阪府大阪市北区大淀中５
－１４－３６

警備及び日程調整上，至急に請負業
者決定する必要があるが，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）。

1,185,060 1,185,060 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

9 フィリピン大統領一行接遇（宿舎等手配） 平成28年10月17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）。

3,175,970 3,175,970 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

10
「次期在外経理統合システムの要件定
義のための調査研究」業務委嘱

平成28年10月18日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－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）。

8,640,000 8,640,000 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
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）
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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）

11
「秘密文書管理システム一式」賃貸借契
約

平成28年10月20日
①株式会社JECC
②富士テレコム株式会
社

①東京都千代田区丸の内３
－４－１
②東京都板橋区板橋１－５３
－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）。

24,481,037 24,481,037 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

12
「日・ヨルダン首脳会談及び共同記者発
表等の音響機材設営」業務委嘱

平成28年10月21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

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者を本契約
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）。

5,191,084 5,191,084 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

13
「総理大臣のＡＰＥＣ首脳会合及び岸田
外務大臣のＡＰＥＣ閣僚級会合出席にか
かる同時通訳」業務委嘱

平成28年10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）。

5,607,500 5,607,500 100.0% A 通訳 4 経済局

14
ミャンマー国家最高顧問一行接遇（宿舎
等手配）

平成28年10月24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）。

4,644,480 4,644,480 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

15
「在エチオピア大使館における基幹通信
網アクセス回線（VSAT）の構築」業務委
嘱

平成28年10月25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）。

5,745,500 5,745,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

16
「外務大臣主催フィリピン大統領一行と
の夕食会」業務委嘱

平成28年10月25日 株式会社東京吉兆
東京都中央区銀座８－１７－
４

行政目的を達成するために不可欠な
特定の設備等について当該設備等を
提供することが可能な者から提供を受
けるもの（会計法第29条の3第4項）。

1,068,984 1,068,984 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

17
「エネルギー憲章会議会合及びアジア・
エネルギー安全保障セミナー開催に係
る会議会場等提供」業務委嘱

平成28年10月27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

開催日程が確定し早急に各国へ通知
するため，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
者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）。

7,037,074 7,037,074 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

18

「アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国
家最高顧問訪日に総理との会談及び共
同記者発表等の音響機材設営」業務委
嘱

平成28年10月28日
株式会社ＪＴＢコミュニ
ケーションズ

東京都港区芝３－２３－１

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者を本契約
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）。

3,218,151 3,218,151 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

19 「文書保管用書庫」の購入 平成28年10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

特殊の物品又は特別の目的がある為
購入先が特定されるため（会計法第29
条の3第4項）。

2,592,000 2,592,000 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

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）

20
「外務省施設の保安に関する工事及び
保守点検」教務委嘱

平成28年10月31日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件業務の履行が可能な業者は本装
置の設置・管理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）。

1,806,916 1,806,916 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

21
「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28年11月1日
中華人民共和国外交
部

中華人民共和国北京市朝陽
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）。

118,697,760 118,697,760 100.0% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

22
「海外安全対策の対外発信強化に資す
るＪＴＢパブリッシング社出版の旅行ガイ
ドブックへの広告掲載」業務委嘱

平成28年11月4日
株式会社JTBパブリッ
シング

東京都新宿区払方町２５－５
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）。

12,990,240 12,990,240 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

23
「海外安全対策の対外発信強化に資す
るダイヤモンド・ビッグ社出版の旅行ガイ
ドブックへの広告掲載」業務委嘱

平成28年11月4日
株式会社ダイヤモンド・
ビッグ社

東京都中央区八丁堀２－９
－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）。

12,960,000 12,960,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

24
「海外安全対策の対外発信強化に資す
る全日本空輸株式会社発行の機内誌へ
の広告掲載」業務委嘱

平成28年11月4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）。

12,544,200 12,544,200 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

25
「海外安全対策の対外発信強化に資す
る昭文社出版の旅行ガイドブックへの広
告掲載」業務委嘱

平成28年11月4日 株式会社昭文社 東京都千代田区麹町３－１
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）。

11,124,000 11,124,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

26
「海外安全対策の対外発信強化に資す
る日本航空株式会社出版の機内誌への
広告掲載」業務委嘱

平成28年11月4日 日本航空株式会社
東京都品川区東品川２－４
－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）。

7,495,200 7,495,200 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

27
「総理大臣のペルー及びアルゼンチン訪
問にかかる同時通訳」業務委嘱

平成28年11月4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）。

4,815,600 4,815,600 100.0% A 通訳 12 中南米局

28 インド首相一行接遇（宿舎等契約） 平成28年11月4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）。

2,810,260 2,810,260 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

29
「文化無償資金協力フォローアップ事業
『国立通信教育大学印刷機材整備計
画』」業務委嘱

平成28年11月4日
株式会社小森コーポ
レーション

東京都墨田区吾妻橋３－９
－８

本件大型印刷機材にかかる機材の状
態確認､故障箇所把握及び運用指導
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）。

2,038,225 2,038,225 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

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）

30
「Ｇ７平和維持・平和構築専門家会合会
議会場等提供」業務委嘱

平成28年11月4日
株式会社プリンスホテ
ル

東京都港区芝公園４－８－１

本件については､一般競争入札結果
が取消しになった経緯があるが､再度
入札を実施していては事業の実施の
準備期間が十分に取れず､事業に支
障を来す恐れがあるため､緊急に見積
合わせを実施､最も廉価であった同者
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）。

2,270,920 1,661,329 73.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

31
「総理大臣のアルゼンチン訪問にかかる
同時通訳」業務委嘱

平成28年11月4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）。

1,015,600 1,015,600 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

32
「『外務大臣と語る』開催における参加者
募集の新聞広告掲載」業務委嘱

平成28年11月9日 株式会社河北新報社
宮城県仙台市青葉区五橋１
－２－２８

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）。

1,107,000 1,107,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

33
｢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28年11月9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）。

1,874,880 @526,500他 - H
システム
関係

7 領事局

34
「在セルビア日本国大使館新営工事に
係る瑕疵検査協力」業務委嘱

平成28年11月10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）。

3,730,701 3,725,504 99.8% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

35
｢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保
守付随作業｣業務委嘱

平成28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

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

2,446,200 @270,000他 - H
システム
関係

7 領事局

36 ドイツ大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成28年11月11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）。

3,031,886 3,031,886 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

37 「シンポジウム開催」業務委嘱 平成28年11月14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

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）。

1,332,771 1,332,771 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

38
「大臣官房総務課記録書庫電動書架の
保守点検」業務委嘱

平成28年11月15日
株式会社イトーキエン
ジニアリングサービス

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）。

2,404,080 2,404,080 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

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）

39
「総理大臣の米国訪問にかかる同時通
訳」業務委嘱

平成28年11月15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）。

1,964,000 1,964,000 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

40 「一般会計予算書等」の購入 平成28年11月15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）。

1,757,543 1,757,543 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

41
｢在マーシャル大使館における基幹通信
網アクセス回線（ＶＳＡＴ）移設にかかる
事前調査業｣業務委嘱

平成28年11月15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）。

1,048,800 1,048,800 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

42
「外務大臣のロシア訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成28年11月16日 双日株式会社
東京都千代田区内幸町２－
１－１

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）。

54,776,285 54,776,285 100.0% U 輸送 13 欧州局

43
｢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28年11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）。

1,374,575 1,374,575 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

44
「『世界津波の日高校生サミットin黒潮』
に際するレセプション開催」業務委嘱

平成28年11月18日
株式会社四万十ロイヤ
ル

高知県四万十市中村小姓町
２６

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）。

2,593,200 2,593,200 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

45
｢外務省ホームページ『キッズ外務省』に
おけるスマートフォン・レスポンシブ対応
作業請負｣業務委嘱

平成28年11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）。

1,865,700 1,865,700 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

46
「紛争地域における危機に瀕する遺産
国際会議に係る同時通訳」業務委嘱

平成28年11月22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

通訳業務について会議出席者が直前
に追加となったため，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，同者を本
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）。

1,248,500 1,248,500 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

47
「外務大臣のロシア訪問にかかる同時通
訳」業務委嘱

平成28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

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）。

1,425,240 1,425,240 100.0% A 通訳 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）

48
「日加安保シンポジウム開催に係る会議
運営」業務委嘱

平成28年11月28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

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，各者に対し予定価格の範
囲内で契約交渉を行った結果，他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

2,782,846 2,665,698 95.7% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

49
「シンガポール大統領一行接遇」業務委
嘱

平成28年11月28日 彌榮自動車株式会社
京都府京都市下京区中堂寺
櫛笥町１

警備及び日程調整上，至急に請負業
者決定する必要があるが，競争入札
を行う時間的余裕がなく，過去に同様
の業務経験がある同者を本契約相手
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）。

2,538,650 2,538,650 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

50
「総理大臣の山口県訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成28年11月29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を招請し，
最も廉価であった同者を本契約の相
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）。

1,570,000 1,570,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

51
｢新統合Web環境へのサイト追加対応｣
業務委嘱

平成28年11月30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）。

1,776,600 1,776,600 100.0% H
システム
関係

#N/A #N/A

52
「アジア・紛争下での女性の尊厳事業
（韓国第３回）」業務委嘱

平成28年11月30日
特定非営利活動法人Ｃ
ＣＳＥＡ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）。

1,241,367 1,241,367 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

53
「障害対応用サーバ等賃貸借・保守」業
務委嘱

平成28年12月1日

①株式会社富士通エフ
サス
②東京センチュリー株
式会社

①東京都中央区銀座７－１６
－１２
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）。

1,750,368 1,750,368 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

54
「ロシア大統領訪日に係る会議開催等」
業務委嘱

平成28年12月2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

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）。

70,150,616 70,150,616 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

55 ロシア大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成28年12月6日 株式会社大谷山荘
山口県長門市深川湯本２２０
８

契約の性質又は目的から特定の者で
なければ履行できなく，他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

28,587,600 28,587,600 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局
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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28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）

56
「軍備管理軍縮課が主催する国際会議
開催」業務委嘱

平成28年12月14日
株式会社ＪＴＢコミュニ
ケーションデザイン

東京都港区芝３－２３－１

「核兵器のない世界へ　長崎国際会
議」と併せて開催されることが急遽決
まった国際会議であって，長崎国際会
議の運営業者である当該契約者以外
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）。

2,037,125 2,037,125 100.0% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

57
「総理大臣のハワイ訪問にかかる同時
通訳」業務委嘱

平成28年12月14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）。

1,122,500 1,122,500 100.0% A 通訳 11 北米局

58 「携帯電話端末」の購入 平成28年12月16日 株式会社ＮＴＴ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）。

3,888,972 @1,980他 － L 物品購入 1-3
情報通信
課

59
「総理大臣のハワイ訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成28年12月19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）。

17,000,000 17,000,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

60
「天皇皇后両陛下のベトナム御訪問事
前広報用ビデオの製作」業務委嘱

平成28年12月19日 株式会社毎日映画社
東京都千代田区神田駿河台
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）。

1,975,320 1,975,320 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-6 儀典

61
「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12月28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）。

12,769,524 12,769,524 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

62
「『外務省ホームページ「世界の医療事
情』コンテンツ改訂」業務委嘱

平成28年12月28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

件数： 62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

528,955,889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

18


