
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） 9 件

②　 一般競争方式（①以外） 33 件

③　 指名競争方式 3 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 32 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 56 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29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） #REF!

1
「在パプアニューギニア日本国
大使館施設整備に伴う家具等調
達」業務委嘱

平成29年7月21日 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸２－７－１８ 3020001030157
 1 141,293,777 114,000,000 80.6% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

2
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置」の購入

平成29年7月24日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 3010401077583 3 67,722,480 42,196,680 62.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

3
「在外公館配備用規格食器（銀
器）の製作・納入」業務委嘱

平成29年7月25日 株式会社百夢 東京都台東区柳橋１－１５－２ 2010501020171 1 - @14,278他 ‐ K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

4
「次期旅券作成機試作機の製
造」業務委嘱

平成29年8月18日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 2010401044997 2 445,742,000 9,481,320 2.1% K 物品製造 7 領事局 低入札価格調査済

5
「乗用自動車の交換購入」業務
委嘱

平成29年9月4日 東京トヨタ自動車株式会社 東京都港区三田３－１１－３４ 
5010401035317 1 23,397,000 21,816,240 93.2% L 物品購入 1-4 会計課

6

「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等の作
成」業務委嘱

平成29年9月4日 株式会社インフォマージュ 東京都中央区勝どき２－１８－１ 4010001121253 5 21,391,085 @103  J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

単価契約

7
「入退庁管理システム機器賃貸
借・保守」業務委嘱

平成29年9月15日 株式会社ＮＴＴデータ・アイ 東京都新宿区揚場町１－１８ 2011101056358 2 236,632,455 166,845,690 70.5% H
システム
関係

1-4 会計課

8 「緊急備蓄品」の購入 平成29年9月22日 株式会社グリーンケミー 東京都世田谷区下馬６－１６－１０ 
6010901027960 2 45,386,691 28,544,400 62.8% L 物品購入 1-5
在外公館
課

9
「ソフトウェアライセンス並びにメ
ディア作成作業」業務委嘱

平成29年9月29日 株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋２－１８－４ 
1010001012983 3 30,648,240 26,064,990 85.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

件数： 9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 法人番号

　　　　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

408,949,320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） #REF!

1
「ＯＤＡ評価『ウガンダ国別評価』
調査」業務委嘱

平成29年7月5日 有限責任あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町１－２ 3011105000996 2 12,853,478 11,477,160 89.2% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

2
「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29年7月10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１７－
１－１

4430002038974 1 5,855,089 4,854,600 82.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

3
「ジャパン・ハウスの掲載コンテン
ツの翻訳」業務委嘱

平成29年7月14日 株式会社フランシール 東京都豊島区目白４－１９－２７ 9013301030086 2 7,290,000 @16.2 ‐ A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

4 「外務省研修所」労働者派遣契約 平成29年7月18日 株式会社アスク 東京都中央区銀座８－１４－１４ 1010401090191 4 1,960 @1,533 ‐ N 派遣職員 9 研修所
単価契約

5
「自家発電装置保守点検専門技
術者派遣」業務委嘱

平成29年7月20日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３－５－８ 1010405000915 1 14,617,431 14,295,262 97.7% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

6
「在外公館配備用規格食器（クリ
スタルグラス）製作・納入」業務委
嘱

平成29年7月25日 カガミクリスタル株式会社 東京都中央区銀座７－２－２２ 2050001025188 1 11,911,050 @9,504他 ‐ K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

7
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

平成29年7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 3040001038925 1 3,700,787 3,569,187 96.4% Y 研修 1-5
在外公館
課

8
「草の根文化無償資金協力候補
案件の事前調査」業務委嘱

平成29年7月28日 インテムコンサルティング株式会社 東京都新宿区西新宿７－５－３ 1011101002032 2 24,620,760 24,481,440 99.4% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

9
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機等」の購入

平成29年7月31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

8020001059159 2 2,313,365 1,501,200 64.8% L 物品購入 1-5
在外公館
課

10
ＯＤＡ評価「無償資金協力個別案
件の評価」委託調査

平成29年8月1日
株式会社グローバル・グループ２１
ジャパン

東京都千代田区神田神保町２－８ 7010001064945 1 12,960,290 12,701,952 98.0% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

11
ＯＤＡ評価「カンボジア国別評価」
委託調査

平成29年8月2日 学校法人早稲田大学 東京都新宿区戸塚町１－１０４ 5011105000953 2 12,535,238 12,482,640 99.5% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

12
「外国要人訪問の際の会談及び
共同記者発表に伴う音響機材運
用業務及び各種設営」業務委嘱

平成29年8月2日 株式会社ツクルス 東京都練馬区小竹町２－７１－５ 7011601017458 2 2,026,934 959,040 47.3% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

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 法人番号 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） #REF!

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 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

13
「在外公館配備用規格食器（漆
器）の製作・納入」業務委嘱

平成29年8月7日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 6010001120096 1 11,311,172 @41,175他  L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

14
「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29年8月7日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 6010001120096 1 5,469,606 @9,720他  L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

15
「在外公館美術品の有効活用の
ための調査及び作品紹介データ
作成」業務委嘱

平成29年8月8日 M＆Iアート株式会社 東京都港区赤坂１－１２－３２ 4010401002846 1 3,909,600 2,991,600 76.5% B 調査・研究 1-4 会計課

16
外務省研修所無停電電源装置
No．２蓄電池交換工事

平成29年8月15日 国際ビルサービス株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜２－５
－１

8020001020203 2 17,778,363 8,478,000 47.6% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査済

17
「安全保障上の機微技術移転対
策」委託調査

平成29年8月15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 2010005018803 1 3,956,191 2,990,719 75.5% B 調査・研究 3
軍縮不拡
散・科学部

18
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第4回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成29年8月16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１７－
１－１

4430002038974 1 5,047,523 4,195,800 83.1% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

19
「モバイルＷｉ－Ｆｉルータ」の借上
契約

平成29年8月18日 株式会社ビジョン 東京都新宿区西新宿６－５－１ 9011101033243 3 872,625 @600他  M 賃貸借 4 経済局 単価契約

20
「『北朝鮮による日本人拉致問題』
の翻訳・印刷及び製本等」業務委
嘱

平成29年8月21日 株式会社アイコス 東京都千代田区西神田３－１－６ 9010001119937 10 5,891,151 1,891,620 32.1% A 通訳 10
アジア大
洋州局

21
「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29年8月24日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 2011001015918 1 6,528,324 6,502,064 99.5% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

22
「広報冊子『海外安全虎の巻』の
印刷，製本等」業務委嘱

平成29年8月30日 敷島印刷株式会社 熊本県宇城市松橋町豊崎１９５９ 5330001002222 3 2,846,880 1,700,784 59.7% P 印刷・製本 7 領事局

23
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機等」の購入

平成29年8月30日 株式会社コムフォース 東京都中央区日本橋浜町３－４２－３ 5010001096024 2 2,481,818 1,328,400 53.5% L 物品購入 7 領事局

24 「在外公館執務参考図書」の購入 平成29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 7010001016830 2 7,034,545 6,445,599 91.6% 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） #REF!

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 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

25
「日インドネシア経済連携協定分
野別小委員会開催に係る準備」
業務委嘱

平成29年9月5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 5013301022046 1 8,094,119 6,332,800 78.2% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，財務省，農林水
産省及び経済産業省と
の共同事業であり，契約
金額は 6,332,800円（内，
外務省負担分は，
1,594,450円）

26

「国連人権条約体対日理解促進
プログラム人権諸条約委員会委
員の招へいに係る接遇等」業務
委嘱

平成29年9月8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 8010005002644 2 6,769,356 6,503,746 96.0% C
招聘・賓客
接遇

2
総合外交
政策局

27
「国会便覧，国会議員要覧及び政
官要覧」の購入

平成29年9月8日 株式会社ドリーム・ブレイン 東京都港区虎ノ門２－８－１ 7010401071418 3 3,717,360 2,933,597 78.9% L 物品購入 1-1
官房総務
課

28
「条約集の編集及び印刷・製本」
業務委嘱

平成29年9月12日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 
1011701012208 3 12,119,760 9,153,000 75.5% P 印刷・製本 6 国際法局

29
「核軍縮に関する『賢人会議』開
催に係る報告書等作成及び事務
局開設」業務委嘱

平成29年9月20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 2010005018803 1 7,205,000 7,088,180 98.3% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

30
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機等」の購入

平成29年9月22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

8020001059159 2 3,374,125 1,890,000 56.0% L 物品購入 7 領事局

31
「四島交流受入事業（四島住民代
表）」業務委嘱

平成29年9月25日 株式会社ノマド 北海道札幌市中央区南二条西６－８ 5430001013168 1 3,850,132 3,782,514 98.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

32 「北庁舎内装改修工事」業務委嘱 平成29年9月26日 日宝装飾株式会社 東京都中央区日本橋浜町１－１１－３ 6010001139905 2 4,698,000 3,920,400 83.4% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

33
「四島専門家交流受入事業（歴史
文化専門家）」業務委嘱

平成29年9月27日 株式会社ノマド 北海道札幌市中央区南二条西６－８ 5430001013168 1 3,184,500 3,167,287 99.4% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

件数： 33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

167,618,591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

5



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 #REF!

1
「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29年7月12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 4010701015432 4 33,555,000 25,920,000 77.2% C
招聘・賓客
接遇

1-5
在外公館
課 単価契約

2 「ｉＰａｄ」の借上契約 平成29年8月25日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 3 2,445,084 604,799 24.7% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

定額部分と単価部分あり

3
「第５８回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29年9月26日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 5010001008821 3 1,620,000 1,560,816 96.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

7 領事局

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

　　　　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

28,085,615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 法人番号

6



別記様式２ 　（契約一覧）

④ 企画競争に基づく随意契約方式 #REF!
備考２
応募者数

1
「次期在外経理統合システ
ムの開発業務一式にかかる
工程管理支援」業務委嘱

平成29年7月3日 アクセンチュア株式会社
東京都港区赤坂１－
１１－４４

7010401001556
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）。

49,680,000 49,658,400 99.9% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

2

2
「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29年7月3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

1010001081624
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）。

9,610,650 9,503,820 98.8% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

1

3
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『ＩＴ（欧露部）』」業務
委嘱

平成29年7月3日
株式会社ワールド・ビジネス・
アソシエイツ

東京都千代田区麹町
１－８－１

5010001098796
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）。

6,900,000 6,888,265 99.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 2

4
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『中小企業経営（欧露
部）』」業務委嘱

平成29年7月3日
株式会社ワールド・ビジネス・
アソシエイツ

東京都千代田区麹町
１－８－１

5010001098796
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）。

6,900,000 6,817,646 98.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

5
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『カイゼン（サービス
業）（欧露部）』」業務委嘱

平成29年7月3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

4011301011796
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）。

6,900,000 6,539,786 94.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 2

6
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『地域経済活性化（欧
露部）』」業務委嘱

平成29年7月3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

4011301011796
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）。

6,900,000 6,405,036 92.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

7
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『カイゼン（物流）（極
東部）』」業務委嘱

平成29年7月3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

4011301011796
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）。

6,500,000 6,188,798 95.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

8
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『人事労務管理（極東
部）』」業務委嘱

平成29年7月3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

4011301011796
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）。

6,500,000 6,045,798 93.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

9
対ロシア技術支援「ＯＪＴ研
修『都市インフラ（極東部）』」
業務委嘱

平成29年7月6日
一般社団法人北海道総合研
究調査会

北海道札幌市中央区
北四条西６－１－１

5430005010797
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）。

6,500,000 6,497,512 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 2

10
対ロシア技術支援事業「ＯＪ
Ｔ研修『観光ビジネス（極東
部・欧露部）』」業務委嘱

平成29年7月11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

7011101055132
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）。

13,250,000 13,244,616 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

11
「『日韓歴史家会議』日本側
事務局運営」業務委嘱

平成29年7月21日
公益財団法人日韓文化交流
基金

東京都千代田区三崎
町２－２１－２

9010405010428
企画競争の結果，同者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）。

3,513,000 3,507,700 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

12
「開発協力パンフレットの作
成」業務委嘱

平成29年7月24日 株式会社アイフィス
東京都文京区水道２
－１０－１３

1010001000179
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）。

2,000,000 1,939,680 96.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

8

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 法人番号
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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 #REF!
備考２
応募者数

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 法人番号

13

「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29年7月27日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－
３－１

8010401024011
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）。

145,028,000 144,979,250 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

14
「『日独フォーラム第２６回合
同会議』日本側事務局運
営」業務委嘱

平成29年7月28日
公益財団法人日本国際交流
センター

東京都港区赤坂１－
１－１２

1010405009378
企画競争の結果，同者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）。

8,000,000 7,979,266 99.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

15

「２０１７年版開発協力白書
（仮称）」の執筆（一部），編
集，英訳，製本，発送等」業
務委嘱

平成29年7月31日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田
橋２－１６－２

7010001025732
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）。

16,554,000 16,553,160 99.9% K 物品製造 5
国際協力
局

4

16
「日蘭平和交流事業の実
施」業務委嘱

平成29年7月31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

7011101055132
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）。

9,500,000 8,764,566 92.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

17
「在外安全対策セミナー」業
務委嘱

平成29年8月1日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区赤坂４－
２－６

8010401086794
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）。

45,098,600 44,041,800 97.6% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 4

18
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成29年8月3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

1010001061972
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 3,762,751 99.3% Y 研修 9 研修所 1

19
「日米草の根平和交流招聘
プログラム」業務委嘱

平成29年8月8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

7011101055132
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）。

25,565,000 24,357,210 95.2% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 4

20
「ジャパン・ハウス国内PR戦
略立案及び国内PR」業務委
嘱

平成29年8月18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

2010001050792
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）。

14,011,200 14,011,200 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

21
「草の根・人間の安全保障
無償資金協力パンフレット
作成」業務委嘱

平成29年8月23日 株式会社創言社
東京都千代田区飯田
橋４－８－１３

5010001021139
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）。

1,900,000 1,777,032 93.5% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

6

22
「外務省ソーシャルメディア
の発信支援・運営改善」業
務委嘱

平成29年8月30日 クレアブ株式会社
東京都港区愛宕２－
５－１

1010401085687
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）。

11,000,000 10,991,700 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

23

「『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29年8月31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

6010405009456
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）。

3,000,000 2,890,998 96.3% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 11

24
「海外広報用画像素材提
供」業務委嘱

平成29年9月1日 株式会社アマナ
東京都品川区東品川
２－２－４３

1010701000676
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）。

2,268,000 2,268,000 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

8



別記様式２ 　（契約一覧）

④ 企画競争に基づく随意契約方式 #REF!
備考２
応募者数

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 法人番号

25
「日豪草の根交流計画（第
二次）」業務委嘱

平成29年9月4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

7011101055132
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）。

9,241,000 9,226,679 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

26
「テロ・誘拐対策実地訓練」
業務委嘱

平成29年9月6日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区赤坂４－
２－６

8010401086794
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）。

5,100,000 @402,480  D
事業実施・
会議運営

7 領事局 単価契約 4

27

「少数言語（ペルシャ語，タ
イ語，イタリア語，ポーランド
語，トルコ語）通訳研修」業
務委嘱

平成29年9月7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

6010001109206
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）。

4,758,125 4,731,360 99.4% Y 研修 1-2 人事課 2

28
「少数言語（インドネシア語，
ポルトガル語，チェコ語）通
訳研修」業務委嘱

平成29年9月7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

5010001026385
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）。

2,854,875 2,835,000 99.3% Y 研修 1-2 人事課 2

29
「オンライン英語研修（ＴＯＥ
ＦＬコース）」業務委嘱

平成29年9月7日 株式会社アゴス・ジャパン
東京都渋谷区桜丘町
１８－４

2011001046426
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）。

7,000,000 @64,800  Y 研修 9 研修所 単価契約 2

30
「オンライン英語研修
（TOEICコース）」業務委嘱

平成29年9月8日
株式会社シェーンコーポレー
ション

東京都千代田区内神
田２－１２－５

2010001142210
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）。

3,800,000 @34,560  Y 研修 9 研修所 単価契約 1

31

「経済連携協定（ＥＰＡ）に基
づく第６陣ベトナム人看護
師・介護福祉士候補者に対
する日本語研修事業」業務
委嘱

平成29年9月14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

1011001000128
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）。

563,122,000 562,364,604 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

32

「ジャパン・ハウスのＫＰＩ（重
要業績評価指標）の設定に
関するコンサルティング」業
務委嘱

平成29年9月27日 ブリティッシュ・カウンシル
東京都新宿区神楽坂
１－２

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るため（会計法第
29条の3第4項）。

6,941,160 6,765,347 97.4% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

件数： 32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

991,536,980円
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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 ####
備考２

応募者数

1
「北方四島住民招聘事業
（一般：北見市）」業務委嘱

平成29年8月25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

7430005000879

公募を実施した結果，応募が一者のみであり，ま
た，審査の結果，業務の適正な履行が可能と認
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）。

13,205,072 13,205,072 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 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

13,205,072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 法人番号
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 ####

1
「総理大臣のＧ２０サミット出席に係る日
中同時通訳」業務委嘱

平成29年7月3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

6010001109206

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）。

2,792,000 2,792,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

2
「『ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外
安全対策マニュアル』冊子（増刷）」業務
委嘱

平成29年7月4日 株式会社リイド社
東京都杉並区高円寺北２－
３－２

7011301016652

本件業務を履行できるのは，本件著
作物の著作権にかかる代理人契約を
してい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）。

1,620,000 1,620,000 100.0% P 印刷・製本 7 領事局

3
「『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29年7月7日
株式会社神戸新聞社
東京支社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

1140001012021

本契約の相手方は本事業開催地にお
けるシェアの大多数を占め，かつ本事
業の共催先であり，他の新聞社では
同様の効果を得ることが困難であり，
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）。

1,261,116 1,261,116 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回）（中標津町）」業務委嘱

平成29年7月10日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

9000020016926

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）。

7,011,942 7,011,942 100.0% 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）（中標津町）」業務委嘱

平成29年7月10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

9000020016926

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）。

3,588,675 3,588,675 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

6 ヨルダン首相一行接遇（宿舎等手配） 平成29年7月10日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

8010001008711

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）。

1,818,620 1,818,620 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

7
｢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29年7月10日
エヌ・ティ・ティラーニン
グシステムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６－１
５

9010401005010

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）。

1,637,955 1,637,955 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

8
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議出
席に係る日英同時通訳」業務委嘱

平成29年7月12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

6010001109206

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）。

2,514,000 2,514,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

9
「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29年7月13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

8020001059159

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）。

9,489,460 9,489,460 100.0% D
事業実施・
会議運営

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 法人番号
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 ####

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 法人番号

10
「SITEインテリジェンス・グループによる
モニタリング・サービス」業務委嘱

平成29年7月13日
ＳＩＴＥ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
Ｇｒｏｕｐ

４９３８　Hampden　Lane，
Suite＃１５６　Bethesda，
MD　２０８１４

法人番号なし

国際テロ組織の動向に加え，右組織
が発出する声明や動画等多岐に亘る
情報を網羅した上で，重要な情報を厳
選し，右情報を即時に翻訳し，専門家
による分析等も加えた上で情報提供を
行っており，その速報性，分析内容等
において類似のサービスは存在しな
く，他に競争を許さないため（会計法第
29条の3第4項）。

1,237,500 1,237,500 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

7 領事局

11
「外交行嚢用封緘具の製造及び納入」
業務委嘱

平成29年7月19日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

7011301006050
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るため
（会計法第29条の3第4項）。

15,309,000 15,309,000 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

12
「旅券記号の更新に伴うＩＣ旅券作成機
の改修」業務委嘱

平成29年7月19日
東芝インフラシステム
ズ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

2011101014084

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）。

1,839,024 1,839,024 100.0% H
システム
関係

7 領事局

13
「次期会計統合システム改修等作業」業
務委嘱

平成29年7月24日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

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）。

49,373,435 49,373,435 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

14
｢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29年7月25日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

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）。

2,512,706 @525,636他  H
システム
関係

7 領事局

15
｢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29年7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

2020001043507

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）。

3,898,800 @270,000他  H
システム
関係

7 領事局

16
「シンガポール・シンポジウム日本側事
務局」業務委嘱

平成29年7月28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

2010005018803

企画競争を実施するも不成立となり，
再度の手続きを行うことが極めて困難
な状況となるも，履行が可能な業者と
緊急に契約を行う必要があり，他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

2,690,000 2,689,836 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

17
カンボジア首相一行接遇経費（宿舎等手
配）

平成29年7月28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

8010001013240

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）。

2,475,240 2,475,240 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

18
「海外安全ホームページの静的化（最終
版）」業務委嘱

平成29年8月1日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

2020001043507

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）。

19,872,000 19,872,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

19
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議出
席に伴うチャーター機借り上げ」業務委
嘱

平成29年8月1日 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1010401099027

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のうち，価
格，受入れ態勢，使用機材等について
総合的に判断した結果，同者が最適
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）。

18,000,000 18,000,000 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局

12



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 ####

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 法人番号

20
「業務系共通プラットフォーム『外国公館
等情報システムの環境構築等に係る業
務』」業務委嘱

平成29年8月1日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

本件サービスの提供が可能な者は，
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）。

1,889,136 1,889,136 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

21
「開発協力広報におけるネット広告の掲
載」業務委嘱

平成29年8月1日 株式会社マイナビ
東京都千代田区一ツ橋１－
１－１

3010001029968

大手就職情報サイトを保有する企業に
おいて，就職情報以外の大学生全学
年を対象とする情報メディアポータル
サイトを保有する企業は本契約の相
手方の他になく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）。

1,198,800 1,198,800 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

22
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議出
席に係る日中同時通訳」業務委嘱

平成29年8月2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

6010001109206

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

1,048,000 1,048,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

23 「在外公館における警備指導」業務委嘱 平成29年8月8日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－６ 3010401016070

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，応札希望者が
一者であったことから入札が成立せ
ず，再度入札手続きを実施することが
極めて困難な状況であり，契約相手先
は応札希望者しかおらず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

150,325,528 150,325,528 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

24
「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29年8月8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

法人番号なし

本件現地調査は，化学兵器に関する
知見を有するものに限られるところ，
中国においてかかる者は軍当局以外
にないため，軍当局からの支援業務
調達等，現地調査の円滑な実施に寄
与しうるのは，同国における遺棄化学
兵器廃棄処理事業における中国政府
の窓口機関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）。

61,148,010 61,148,010 100.0% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

25
「外務大臣の日米安全保障協議委員会
（２＋２閣僚会合）出席に係る日英同時
通訳」業務委嘱

平成29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

6010001109206

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）。

1,504,000 1,504,000 100.0% A 通訳 11 北米局

26
「外国公館等情報システムのプログラム
改修」業務委嘱

平成29年8月9日
アクシオヘリックス株式
会社

沖縄県那覇市西２－１６－３ 4360001006007

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）。

1,279,800 1,279,800 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

27
「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29年8月18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

8020001059159

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）。

7,894,682 7,894,682 100.0% J
その他業
務委嘱

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 ####

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 法人番号

28
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）（治療業務）」業務委嘱

平成29年8月18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

7000020010006

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

3,148,125 3,148,125 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

29
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）」業務委嘱

平成29年8月18日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

9000020016926

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）。

2,760,588 2,760,588 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

30
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）」業務委嘱

平成29年8月18日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７ 2000020012238

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）。

2,140,462 2,140,462 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

31
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）」業務委嘱

平成29年8月18日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２ 2000020012238

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，そして今次受入に際す
る診療体制及び空き病床を有してお
り，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

2,064,607 2,064,607 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

32
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）」業務委嘱

平成29年8月18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

9000020016926

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，そして今次受入に際す
る診療体制及び空き病床を有してお
り，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

1,717,485 1,717,485 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

33
「総理大臣のロシア訪問に係る日露同時
通訳」業務委嘱

平成29年8月18日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６


6010001109206

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）。

1,366,000 1,366,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

34
英国首相一行接遇（車両借上契約，京
都）

平成29年8月18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

7130001019111

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書を招請し，
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）。

1,002,330 1,002,330 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

14



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 ####

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 法人番号

35
「インマルサット・BGAN型衛星通信装置
８９台に係る通信回線使用」業務委嘱

平成29年8月22日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式
会社

東京都港区麻布台１－１１－
１０

3010401077583

同装置の購入先である本契約の相手
方よりSIMカード及び電話番号が付与
がなされることから，他に競争を許さな
いため。（会計法第29条の3第4項）。

7,223,062 7,223,062 100.0% R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

36 英国首相一行接遇（宿舎等手配） 平成29年8月24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

8010001013240

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）。

5,166,710 5,166,710 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

37
「国連総会関連会合等に係る同時通訳」
業務委嘱

平成29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


6010001109206

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）。

16,336,310 16,336,310 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

38
「外務大臣の中東訪問に伴うサウジアラ
ビア及びエジプト訪問時共同記者会見
に係る同時通訳」業務委嘱

平成29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


6010001109206

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）。

1,791,460 1,791,460 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

39
「日英首脳会談及び共同記者会見に伴
う音響機材運用」業務委嘱

平成29年8月25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 
8010001092202

行事開催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）。

1,521,656 1,521,656 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

40 「フィリピン残留日系人調査」業務委嘱 平成29年8月29日
ＮＰＯ法人フィリピン日
系人リーガルサポート
センター

東京都新宿区本塩町７－７ 2011105002440

フィリピン各地の日系人組織とのネット
ワークを有し，在留日系人の問題に精
通している団体を活用することが不可
欠であり，また，これまでの調査結果
を活用しつつ新たな調査を行っていく
ことが効率的であるため，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）。

1,486,650 1,486,650 100.0% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

41
「ジャパン・ハウスWebサイト基盤　スペ
イン語版追加対応作業」業務委嘱

平成29年8月29日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

2020001043507

本件サービスの提供が可能な者は，
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）。

1,296,000 1,296,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

42
「総理大臣のインド訪問に係る日英同時
通訳」業務委嘱

平成29年9月7日
株式会社インターグ
ループ

東京都港区虎ノ門２－２－５ 8120001060882

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）。

2,845,000 2,845,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

43
「在アンゴラ大使館事務所移転に伴う機
器移設作業等」業務委嘱

平成29年9月7日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

本役務の提供は，同者との国際通信
サービスに関するものであり，右に伴
う同者の設備に関するものであること
から，同者以外の業者では実施でき
ず，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

2,165,200 2,165,200 100.0% T
在外公館
維持管理

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 ####

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 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

44
「新統合Web環境へのサイト追加対応作
業（在キプロス大、レシフェ総及びＡＵ
代）」業務委嘱

平成29年9月7日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

2020001043507

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）。

1,447,200 1,447,200 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

45
「会計統合システム（会計手続きシステ
ム機能Ｚ）改修作業」業務委嘱

平成29年9月8日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

本改修作業をシステム構築業者以外
に実施させた場合，これらの環境を熟
知していないため不完全な作業になる
可能性が高く，当該システムの運用に
多大な影響を及ぼすことが予想され，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

7,995,837 7,995,837 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

46
「領事業務情報システム（査証ディスク
追加対応作業）」業務委嘱

平成29年9月12日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

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）。

14,564,113 14,564,113 100.0% H
システム
関係

7 領事局

47
「領事業務情報システム（ハードディスク
増設に関する設定変更作業）」業務委嘱

平成29年9月12日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

7010401006126

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）。

2,459,160 2,459,160 100.0% H
システム
関係

7 領事局

48
「第７２回国連総会関連会合等に係る日
中同時通訳」業務委嘱

平成29年9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

6010001109206

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）。

4,116,000 4,116,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

49
「国連軍縮フェローシップ計画本邦研修
事業開催」業務委嘱

平成29年9月20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

2010401005495

本件については，一般競争入札が不
調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
間が十分にとれず，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）。

5,473,994 5,473,994 100.0% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

50
「在カメルーン大使館におけるインター
ネットサービス一式の賃貸借保守」業務
委嘱

平成29年9月20日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

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）。

2,461,000 2,461,000 100.0% R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

51 「ボストンキャリアフォーラム」参加経費 平成29年9月22日 株式会社ディスコ
東京都文京区後楽２－１５－
１

9010001102075

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）。

2,610,370 2,610,370 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

52
「業務系プラットフォームＯＳバージョン
アップに伴う特定歴史公文書等簿冊管
理システム移行検証作業」業務委嘱

平成29年9月25日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

9020001071492

現在稼働中のシステム開発及び保守
業者にOSバージョンアップの移行検
証作業を委嘱するものであり，同シス
テムに障害を及びすことなく安定運用
を維持しつつ検証作業を確実に遂行し
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）。

2,728,080 2,728,080 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

53
「在ユジノサハリンスク総領事館向け海
上輸送」業務委嘱

平成29年9月26日 日本通運株式会社 東京都港区東新橋１－９－３ 4010401022860

大量の貨物を現地の気候等の関係で
早急に輸送する必要があったが，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）。

7,992,005 7,992,005 100.0% U 輸送 1-5
在外公館
課
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別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 ####

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 法人番号

54
「在スーダン日本国大使公邸新営計画
に係る実施設計変更等」業務委嘱

平成29年9月28日
株式会社毛利建築設
計事務所

東京都中央区日本橋本町３
－２－１３

5010001059113

本設計変更業務は企画競争の結果最
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た原設計者
以外の者に履行させることが不利であ
り，他に競争を許さない為（会計法第
29条の3第4項）。

36,786,020 35,731,233 97.1% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

55
「北方四島における共同経済活動に関
する官民現地調査団派遣事業」業務委
嘱

平成29年9月29日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条
西６－８

5430001013168

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，
請負可能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）。

17,192,715 17,192,715 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

56 「朝鮮通信社ニュース」受信契約 平成29年9月29日 株式会社朝鮮通信社
東京都台東区東上野２－１９
－１

1010001095946

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）。

2,073,600 2,073,600 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

10
アジア大
洋州局

件数： 56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

510,428,396円
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