
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 118 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 1 件

②　 一般競争方式（①以外） 48 件

③　 指名競争方式 6 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 8 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 54 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）

1
「モバイルパソコン用ソフトウェア
の賃貸借保守」業務委嘱

平成29年12月27日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 2 105,100,704 103,641,600 98.6% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

件数： 1件

契約金額：

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

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

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

（契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

　　　　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

No. 件名 契約締結日

103,641,600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）

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　）

② 一般競争方式（①以外）

1
「アジア太平洋のためのハーグ条
約に関する東京セミナー開催事
業支援」業務委嘱

平成29年10月3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 5 16,998,882 15,091,008 88.7% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

2
「北庁舎4階の一部改修及び改修
に伴う物品」の購入

平成29年10月3日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 7011301006050 3 7,854,138 7,447,680 94.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

3
「樺太日本人墓地等調査（設計調
査）」業務委嘱

平成29年10月4日 株式会社佐藤企業
新潟県新潟市西区坂井砂山１－１７
－３６

1110001002058 1 2,752,295 2,468,170 89.6% B 調査・研究 13 欧州局

4
「普遍的・定期的レビュー（ＵＰＲ）
第３回政府報告審査における日
英同時通訳」業務委嘱

平成29年10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 6010001109206 3 1,886,180 1,884,540 99.9% A 通訳 2
総合外交
政策局

本件は，内閣官房，内閣
府，警察庁，総務省，法
務省，文部科学省，厚生
労働省及び防衛省との
共同事業であり，契約金
額は 1,884,540円。（内，
外務省負担額は，
209,396円）

5

「開発援助調査研究業務『他の主
要ドナーの途上国に対する無償
資金協力の制度（免税及び相手
国政府負担事項に関する規定及
び同規定の適用の実態を中心
に）』」業務委嘱

平成29年10月5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 3010001076738 1 8,640,000 8,640,000 100.0% B 調査・研究 5
国際協力
局

6
「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29年10月10日 株式会社日本デジコム 東京都中央区入船２－３－７ 7010001063732 1 10,776,996 10,033,200 93.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

7
「在外公館医務官室用初度備品」
の購入

平成29年10月11日 株式会社松吉ビジネス・アソシエイツ 東京都文京区湯島３－１４－７ 2010001179203 2 2,638,845 2,592,000 98.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

8

「国連シニア・ウーマン・タレント・
パイプライン・プロジェクト（ＳＷＴ
Ｐ）アウトリーチ・セミナー開催」業
務委嘱

平成29年10月13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 7011001106209 3 5,965,466 3,884,966 65.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

9
「国際女性会議（ＷＡＷ！2017）開
催支援」業務委嘱

平成29年10月18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 2010001033161 2 41,127,445 36,011,018 87.5% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

10 「シュレッダー」の購入 平成29年10月18日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 4010001104613 2 12,020,400 9,967,860 82.9% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

11
「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10月19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 6,466,446 3,434,400 53.1% L 物品購入 7 領事局

12 「自動車点検等実施」業務委嘱 平成29年10月20日 東京トヨペット株式会社 東京都港区芝浦４－８－３ 8010401020720 1 1,626,082 1,181,655 72.6% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

（契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所
応札
者数

契約相手方の名称 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） （契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所
応札
者数

契約相手方の名称 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
「主要なテレビ国際放送に関する
評価調査」業務委嘱

平成29年10月24日 Edelman　Japan株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 2010401056670 2 13,961,225 9,907,583 70.9% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

14

「第３回ユース非核特使フォーラ
ム及び核軍縮の実質的な進展の
ための賢人会議第１回会合開催」
業務委嘱

平成29年10月25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 5 23,286,648 18,999,294 81.5% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

15 「世論調査」業務委嘱 平成29年10月25日 株式会社アダムスコミュニケーション 東京都品川区南大井６－２０－１４ 4012401007239 2 1,555,452 1,512,000 97.2% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

16 「特殊撮影等」業務委嘱 平成29年10月27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 1011101007287 1 2,106,914 1,934,301 91.8% J
その他業
務委嘱

7 領事局

17
「在外公館医務官室用備品『自動
血球計数装置及び心電図解析装
置』」の購入

平成29年10月30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 8010501011990 4 10,551,600 5,778,000 54.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

18
「第１５回ＯＤＡ評価ワークショップ
の開催」業務委嘱

平成29年10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

1120001070112 5 9,322,530 5,315,374 57.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

19
「アジア向けテロ及び暴力的過激
主義対策ワークショップ開催」業
務委嘱

平成29年11月1日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 5 6,763,615 6,113,551 90.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

20
「外交関係報道調査分析（英字紙
論調分析）」業務委嘱

平成29年11月1日 一般社団法人共同通信社 東京都港区東新橋１－７－１ 4010405008740 1 2,135,220 2,106,000 98.6% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

21
「外交行のう用外袋（小型）の製
造・納入」業務委嘱

平成29年11月6日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１－１５－７ 
5010001041293 2 7,919,640 7,435,800 93.8% K 物品製造 1-3
情報通信
課

22
「ジャパン・ハウスの制度設計に
関する事前調査」業務委嘱

平成29年11月9日 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町２－１０－３ 6010001030403 1 6,865,484 6,318,000 92.0% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

23

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

平成29年11月9日
フェリーチェコンサルティング株式会
社

東京都千代田区神田神保町２－８ 7010001139879 1 1,187,045 1,069,200 90.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

24
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣（在インドネシア大）」業務
委嘱

平成29年11月10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 2 6,125,153 3,851,625 62.8% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

25
「官房長主催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29年11月10日 株式会社マックスパート 東京都中央区晴海３－８－１ 8010001069555 1 1,523,000 1,269,000 83.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所
応札
者数

契約相手方の名称 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）

26
「在加日系人リーダー招へい」業
務委嘱

平成29年11月20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 1 3,190,660 3,175,810 99.5% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

27
「海洋法に関する国際シンポジウ
ム開催」業務委嘱

平成29年11月24日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１５－
１７


2010401021690 4 2,555,014 2,342,130 91.6% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

28
「対イラク支援『武器回収・職業訓
練支援のための東京会合（仮
称）』開催会場」業務委嘱

平成29年11月27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 2 9,336,396 8,579,764 91.8% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

29
「第１８回日ＡＳＥＡＮ包括的経済
連携協定（ＡＪＣＥＰ)合同委員会
開催」業務委嘱

平成29年11月28日 株式会社ティーケーピー 東京都新宿区市谷八幡町８ 7010001105955 3 21,723,044 14,039,730 64.6% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，農水省及び経
産省との共同事業であ
り，契約金額は
14,039,730円（内，外務
省負担分は，5,008,770
円）

30
「外務省関係法令集（平成２９年
版）の印刷・製本及び編集・校正」
業務委嘱

平成29年11月28日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 5010001067883 3 10,554,840 9,396,000 89.0% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

31 「トランス」の購入 平成29年11月28日 株式会社紅和 東京都世田谷区用賀４－１６－１ 5011001032101 3 7,223,040 4,894,020 67.7% L 物品購入 1-3
情報通信
課

32
「『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29年12月1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 6010001099364 1 8,499,978 2,041,200 24.0% G
工事・建築
サービス

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

33 「ＵＰＳバッテリー」の購入 平成29年12月1日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 3010401009875 4 7,093,944 5,328,720 75.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

34
「清掃機材（在外公館用大型機
材）」の購入

平成29年12月4日 株式会社港屋 東京都江東区新砂１－１３－５ 9010601017243 4 3,219,107 2,664,773 82.7% L 物品購入 1-5
在外公館
課

35
「国会便覧，国会議員要覧及び政
官要覧」の購入

平成29年12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 7010401071418 1 3,381,480 2,994,671 88.5% L 物品購入 1-1
官房総務
課

36

「北西太平洋地域海行動計画（Ｎ
ＯＷＰＡＰ）第２２回政府間会合開
催に係る会議運営支援」業務委
嘱

平成29年12月7日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１５－
１７


2010401021690 4 2,847,122 1,927,150 67.6% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

37

「「多国間条約の加盟国間の『協
力義務』及び条約により設立され
た国際機関と同条約加盟国との
間の『協力義務』に関する国際裁
判判例」に関する調査研究」業務
委嘱

平成29年12月8日 特定個人 特定個人住所 3 4,989,600 2,700,000 54.1% B 調査・研究 6 国際法局

38
「在外公館用金屏風の製造・納
入」業務委嘱

平成29年12月13日 株式会社ピークジャパン 東京都港区元赤坂１－３－９ 6011801029139 3 3,990,510 2,802,600 70.2% K 物品製造 1-5
在外公館
課
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所
応札
者数

契約相手方の名称 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）

39
「ＡＰＥＣインフラ複数年計画レ
ビュー調査」業務委嘱

平成29年12月20日 国際航業株式会社 東京都千代田区六番町２ 9010001008669 1 7,062,972 4,150,206 58.7% B 調査・研究 4 経済局

40
「外務省中央庁舎南側屋上防水
工事」業務委嘱

平成29年12月20日 株式会社グラニット
神奈川県川崎市宮前区馬絹４－１１
－３２

5020001081693 3 5,785,969 5,583,600 96.5% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

41
「『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29年12月21日 日本航空株式会社 東京都品川区東品川２－４－１１ 7010701007666 1 13,569,000 12,960,000 95.5% U 輸送 11 北米局

42
「個人番号法改正に伴う在外公館
領事業務変更のあり方に関する
調査」業務委嘱

平成29年12月22日 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区大手町１－９－２ 4010001054032 1 9,853,947 9,720,000 98.6% B 調査・研究 7 領事局

43
「国際連合関係者招へい」業務委
嘱

平成29年12月26日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 2011001015918 5 8,342,098 6,833,828 81.9% C
招聘・賓客
接遇

2
総合外交
政策局

44
「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
係る接遇等」業務委嘱

平成29年12月26日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 2011001015918 4 6,509,228 5,282,190 81.1% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

45
「緊急時邦人保護体制の整備に
係るＡＭ放送機」の購入

平成29年12月26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 1 4,212,000 4,212,000 100.0% L 物品購入 7 領事局

46
「在日米軍オリエンテーション・プ
ログラム開催関連」業務委嘱

平成29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 1011001037079 3 3,896,593 3,444,989 88.4% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

47
「『主要なテレビ国際放送に関す
る評価調査』追加調査」業務委嘱

平成29年12月28日 Edelman　Japan株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 2010401056670 1 6,555,509 4,211,820 64.2% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

48
「日・北欧バルトセミナー開催」業
務委嘱

平成29年12月28日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 4 4,939,880 3,453,003 69.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

件数： 48件

契約金額：

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

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

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

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

296,984,429円
契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　賓客接遇　Ｄ事業実施・会議運営等　Ｅﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ　Ｆ施設維持管理　Ｇ工事・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　Ｊその他業務委嘱　Ｋ物品製造　Ｌ物品購入　Ｍ賃貸借　Ｎ派遣職員　O TICAD

6



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式

1
「在ペルー日本国大使館新営工
事」業務委嘱

平成29年10月18日 株式会社フジタ国際支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－１
１

8011001039242 2 2,135,321,011 1,980,000,000 92.7% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

2
「本邦－ベトナム間の防弾車の
輸送」業務委嘱

平成29年10月19日 鴻池運輸株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町４－３
－９

5120001079182 6 7,515,781 5,899,998 78.5% U 輸送 1-6 儀典

3
「国賓一行接遇に係る写真撮
影」業務委嘱

平成29年11月2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 3010701015680 2 1,096,200 1,058,400 96.5% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

4
「外務大臣夫妻主催天皇誕生日
祝賀レセプションに係るケータリ
ングサービス」業務委嘱

平成29年11月14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

1010001060743 2 4,528,440 3,286,440 72.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典

5
「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29年11月21日 株式会社パレスホテル 東京都千代田区丸の内１－１－１ 9010001026704 3 1,373,472 1,076,587 78.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

6
「赴任帰朝旅費に係る旅費業務
の一部アウトソーシング」業務委
嘱

平成29年12月26日 株式会社コスモピア 東京都千代田区平河町１－１－８ 6010001145622 2 3,091,453 2,676,240 86.5% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

件数： 6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

（契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

　　　　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

1,993,997,665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）

④ 企画競争に基づく随意契約方式
備考２
応募者数

1

「ジャパン・ハウス地方創生
企画プロジェクト立案・実施
及び国内広報の実施」業務
委嘱

平成29年10月2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）。

33,699,180 33,588,000 99.6% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

2
「新しい日露関係・専門家対
話開催」業務委嘱

平成29年10月11日
特定非営利活動法人ユーラシ
ア２１研究所

東京都文京区春日１
－５－６

7010405006270
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）。

4,495,000 4,192,182 93.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

3
「ＰＤＣＡシステムの強化」業
務委嘱

平成29年10月24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）。

41,000,000 33,326,100 81.2% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

4
「パンフレット『日本と中南米
を繋ぐ日系社会（仮題）』の
作成」業務委嘱

平成29年10月24日 株式会社ジャーナルハウス
東京都江東区東雲１
－９－３２

1010601051043
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 1,787,400 94.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

12 中南米局 2

5
「ウェブアクセシビリティ改善
支援」業務委嘱

平成29年11月24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

9010001093298
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）。

8,050,000 8,032,068 99.7% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

6
「誘拐・被害者家族支援研
修の実施」業務委嘱

平成29年12月4日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区虎ノ門１
－２－８

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）。

- @172,940  Y 研修 7 領事局
単価契約
予定調達総額：
5,188,200円

3

7
「地域の魅力海外発信支援
事業」業務委嘱

平成29年12月5日
株式会社ＡＤＫインターナショ
ナル

東京都港区虎ノ門１
－１０－５

9010001035572
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）。

34,586,000 34,568,680 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

4

8
「パンフレット『日本と湾岸諸
国』の作成」業務委嘱

平成29年12月7日 光村印刷株式会社
東京都品川区大崎１
－１５－９

4010701009442
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 1,846,800 97.2% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

14
中東アフリ
カ局

8

件数： 8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

（契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

　　　　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

117,341,230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

8



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
「北方四島住民招へい事業
（一般：山梨県）」業務委嘱

平成29年10月3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

8010505001641

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）。

18,048,849 18,048,849 100.0% 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

（契約期間　平成29年10月1日～12月31日）

　　　　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

18,048,849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 法人番号

9



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式

1

「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改
修（領事メール配信依頼の受付窓口専
有化）」業務委嘱

平成29年10月2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）。

1,976,400 1,976,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

2
「在外選挙人住所確認システム（仮称）
の開発」業務委嘱

平成29年10月5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，
当該プログラムの開発業者である本
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）。

47,304,000 47,304,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

3

「総理大臣のＡＰＥＣダナン首脳会議，Ａ
ＳＥＡＮ関連首脳会議出席及び外務大臣
のＡＰＥＣダナン閣僚会議出席に係る日
英同時通訳」業務委嘱

平成29年10月5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）。

5,254,500 5,254,500 100.0% A 通訳 4 経済局

4
「在外選挙人住所確認システム（仮称）
のネットワーク機器に係る機器等の賃貸
借・保守」業務委嘱

平成29年10月5日
①富士ソフト株式会社
②株式会社JECC

①神奈川県横浜市中区桜木
町１－１
②東京都千代田区丸の内３
－４－１

①2020001043507
②2010001033475

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの開発業者である本契
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）。

1,037,610 1,037,610 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

5
デンマーク皇太子同妃両殿下一行接遇
(宿舎等手配)

平成29年10月8日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１

9010001026704

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）。

4,441,200 4,441,200 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

6
「業務系共通プラットフォーム『特定歴史
公文書等簿冊管理システム』の環境構
築等」業務委嘱

平成29年10月13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

7
「『次世代日系指導者会議』にかかる招
へい・接遇等」業務委嘱

平成29年10月17日 株式会社日本旅行
東京都中央区日本橋１－１９
－１

1010401023408

事前に公示の上競争入札を行ったが
一者も応募者がなく，再度入札を行う
時間的余裕はないため，過去に同様
の業務経験がある数者より見積を招
請し，緊急見積もりあわせを行った結
果，最も廉価であった同者を選定する
こととし，他に競争を許さないため（会
計法第29条の3第4項）。

6,197,862 4,864,242 78.4% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

8

「在パプアニューギニア日本国大使館事
務所・公邸・宿舎新営工事に係る第４回
設計変更業務及び工事契約変更協力」
業務委嘱

平成29年10月19日 株式会社日本設計
東京都新宿区西新宿２－１
－１

5011101036563
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）。

1,661,731 1,661,040 99.9% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

9
ミクロネシア大統領一行接遇(宿舎等手
配)

平成29年10月20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）。

1,695,500 1,695,500 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

10
「在ペルー日本国大使館新営工事に係
る設計意図伝達」業務委嘱

平成29年10月23日 株式会社大建設計
東京都品川区東五反田５－
１０－８

7120001044853

本件業務はその内容から，設計意図
等を把握している設計者以外に確実
に業務を遂行しうる者はなく，他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

12,384,760 11,439,168 92.3% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

11
「領事最適化第3段階構築（旅券切り出
しデータのハッシュ化作業）」業務委嘱

平成29年10月26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）。

3,758,400 3,758,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

（契約期間　平成29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）
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



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29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）
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

12
「『外務省身分証明書・入退庁管理シス
テム』用ICカード（１６００枚）の製造・納
入」業務委嘱

平成29年10月26日 凸版印刷株式会社 東京都文京区水道１－３－３ 7010501016231

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

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

13
「総理大臣のＡＰＥＣ首脳会合出席に伴
う日中首脳会談に係る日中同時通訳」
業務委嘱

平成29年10月26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）。

1,632,000 1,632,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

14
「外務大臣のＡＳＥＭ外相会合（ＦＭＭ１
３）出席に係る日英同時通訳」業務委嘱

平成29年10月27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）。

2,560,500 2,560,500 100.0% A 通訳 13 欧州局

15
「外務本省用ネットワーク関連機器等賃
貸借・保守」業務委嘱

平成29年10月30日
①ＫＤＤＩ株式会社
②シスコシステムズ
キャピタル株式会社

①東京都千代田区大手町１
－８－１
②東京都港区赤坂９－７－１

①9011101031552
②4010401045416

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）。

11,886,480 11,886,480 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

16
「ヘリコプター臨時駐機場の整備」業務
委嘱

平成29年10月30日
一般財団法人霞ヶ関カ
ンツリー倶楽部

埼玉県川越市大字笠幡３３９
８

8030005008607

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

2,268,000 2,268,000 100.0% J
その他業
務委嘱

11 北米局

17
「在マリ大使館移転に伴う基幹通信網ア
クセス回線（VSAT）の新設及び旧回線
機器撤去等作業」業務委嘱

平成29年10月31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）。

5,380,000 5,380,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

18 米国大統領一行接遇(宿舎等手配) 平成29年10月31日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

8010001000775

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）。

2,703,720 2,703,720 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

19
「領事業務情報システム領事最適化第３
段階に伴う『統合プラットフォーム』の改
修」業務委嘱

平成29年11月7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）。

99,826,992 99,826,992 100.0% H
システム
関係

7 領事局

20
「出退情報表示システム一式の賃貸借」
業務委嘱

平成29年11月7日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

2010801012579

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）。

26,570,592 26,570,592 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

21
「出退情報表示システム一式の保守」業
務委嘱

平成29年11月7日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

2010801012579

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）。

528,120 528,120 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

22

「次期在外経理統合システム開発業務
（会計統合システムとのデータ連携方式
に係る個別検討及び基盤の設計支援作
業）一式」業務委嘱

平成29年11月10日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

政府共通プラットフォーム連携基盤上
での作業権限は，右を構築した同者
のみに付与されているものであり，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

12,700,000 12,700,000 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

11



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成29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）
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

23 「一般会計予算書等」の購入 平成29年11月14日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－２－５ 6010405003434


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）。

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

24
「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29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

5010001036987

本業務を履行できる者は，電動書架
の設計・開発・製造を行った社から保
守業務の委託をされている本契約の
相手先の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

2,404,080 2,404,080 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

25
「記録文書ファイル管理システム及び在
外公館文書管理システムのＷｉｎｄｏｗｓ１
０環境における稼働検証作業」業務委嘱

平成29年11月17日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

9020001071492

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）。

3,846,960 3,846,960 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

26
「在ペルー日本国大使館新営工事に係
る工事監理業務」業務委嘱

平成29年11月17日
株式会社レーモンド設
計事務所

東京都渋谷区代々木５－５８
－１

1011001025380


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）。

37,017,433 33,202,920 89.6% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

27
「外務大臣の英国訪問に伴う日英同時
通訳」業務委嘱

平成29年11月17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）。

1,201,500 1,201,500 100.0% A 通訳 13 欧州局

28
「外務大臣のロシア訪問に伴う日露同時
通訳」業務委嘱

平成29年11月17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）。

1,176,000 1,176,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

29
「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11月21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）。

14,612,220 14,612,220 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

30
「自己点検システムの改修および実施支
援等作業」業務委嘱

平成29年11月24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）。

8,713,137 8,713,137 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

31

「領事業務情報システム（領事クラウド構
築への移行に伴う一般旅券発給申請書
作成Ｗｅｂサービス（仮称）の互換性対
応）」業務委嘱

平成29年11月24日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

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）。

5,630,472 5,630,472 100.0% H
システム
関係

7 領事局

32
「ソフトウェア一式の賃貸借及び保守」業
務委嘱

平成29年11月27日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

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）。

11,098,520 11,098,520 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

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29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）
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

33
「在ソロモン大使館のインターネットサー
ビス（ＶＳＡＴ）一式の賃貸借及び運用保
守」業務委嘱

平成29年11月30日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

内容の整合性を確保するためには前
回，本業務を請け負った本契約の相
手方に委嘱する他なく，他に競争を許
さないため(会計法第29条の3第4項）。

2,898,051 2,898,051 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

34
「基幹通信網アクセス回線（ＶＳＡＴ)の多
重化解消及び増速作業（在カメルーン大
使館，在ガーナ大使館）」業務委嘱

平成29年12月1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）。

3,523,368 3,523,368 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

35
「領事業務情報システム（旅券発給管理
システム）の改修」業務委嘱

平成29年12月4日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件開発業者以外の者に作業を委託
した場合，改修作業における責任の所
在が曖昧になり運用上，極めて困難で
あり，また経済効率上も不利であり，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

99,950,241 99,950,241 100.0% H
システム
関係

7 領事局

36
「管理者評価集計システムの改修（結果
フィードバックの改訂）」業務委嘱

平成29年12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

9010001045803

本件改修作業を本システムの開発業
者以外に発注した場合，改修後に障
害が発生した場合，責任の切り分けが
不明確となり障害の原因究明と対策
作業が進まない事態となる恐れがあ
り，本システムの運用に支障が生じる
ことにもなり得，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

3,380,400 3,380,400 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

37
「在ガーナ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12月6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）。

1,722,200 1,722,200 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

38
「領事業務情報システム（第１期）の端末
等に係る機器等の賃貸借・保守（再リー
ス）」業務委嘱

平成29年12月7日
①東京センチュリー株
式会社
②富士通株式会社

①東京都千代田区神田練塀
町３
②東京都港区東新橋１－５
－２

①6010401015821
②1020001071491

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）。

23,502,843 23,502,843 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

39
「条約等国際約束検索システムのセキュ
リティ対策」業務委嘱

平成29年12月7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

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの開発業者である本契
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）。

2,997,000 2,997,000 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

40
「領事業務情報システム（第１期）サーバ
等に係る機器等の賃貸借・保守（再リー
ス）」業務委嘱

平成29年12月11日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

新たに機器調達した場合，初期導入
経費等が発生する他，当該サーバに
て運用するネットワーク構成や使用ソ
フトウェアの詳細を熟知しないため，障
害時の復旧作業に時間を要し，当該
システムの円滑な運用に支障をきた
す恐れがあり，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

100,596,366 100,596,366 100.0% H
システム
関係

7 領事局

41
「新庁舎熱源系統自動制御機器交換」
業務委嘱

平成29年12月11日 アズビル株式会社
東京都墨田区両国３－２５－
５

9010001096367
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）。

2,700,000 2,700,000 100.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

42
「在コンゴ（民）大使館他５公館のイン
ターネットサービス（VSAT)一式の賃貸
借・保守」業務委嘱

平成29年12月14日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

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

6,356,666 6,356,666 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
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29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）
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

43
「情報公開事務支援システムの行審法
改正に伴う改修」業務委嘱

平成29年12月14日
アクティブ・ティ株式会
社

愛知県名古屋市中村区名駅
南１－１８－２４

2180001045157

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）。

5,634,900 5,634,900 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

44
「領事業務情報システム（査証事務支援
システム）のＯＳ入替えに伴う検証作業」
業務委嘱

平成29年12月19日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

7010401006126

本件検証作業については，当該事務
システムを開発した業者以外に正確な
動作検証を実施することは困難であ
り，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

5,240,160 5,240,160 100.0% H
システム
関係

7 領事局

45
「在マーシャル大使館移転に伴う基幹通
信網アクセス回線（ＶＳＡＴ)の必要機材
輸送及び事前作業」業務委嘱

平成29年12月19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）。

3,267,200 3,267,200 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

46
「基幹通信網アクセス回線（ＶＳＡＴ)の増
速作業（在エチオピア大使館）」業務委
嘱

平成29年12月19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）。

1,530,929 1,530,929 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

47
「飯倉別館ガス長期継続契約（更新）」業
務委嘱

平成29年12月19日 東京ガス株式会社 東京都港区海岸１－５－２０ 6010401020516

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

- ＠106.48他 - L 物品購入 1-4 会計課
単価契約
予定調達総額：
2,429,398円

48
「領事業務情報システムオープンＬＡＮ端
末のＷｉｎｄｏｗｓ１０非互換検証等」業務
委嘱

平成29年12月21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関連作業を
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，同シス
テム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）。

39,009,600 39,009,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

49
「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29年12月21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

9010601010719

本件大型印刷機材に係る部品入手，
修理，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，競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

6,217,000 6,217,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

50
「水棲生物資源（鯨類）の持続可能な利
用に関する会合開催に伴う会議運営等」
業務委嘱

平成29年12月21日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１－１
１

3013301015869

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，唯一の入札業者である同
者に対し予定価格の範囲内で契約を
交渉しており，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第5項）。

1,358,215 1,348,280 99.2% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

51
「回覧物管理システムのＷｉｎｄｏｗｓ１０
環境における稼働検証作業」業務委嘱

平成29年12月22日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
１５

9010001045803

本件稼働検証が可能な者は，当該シ
ステムの開発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）。

2,181,600 2,181,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

52
「業務系共通プラットフォームハイパーバ
イザー等のバージョンアップ」業務委嘱

平成29年12月26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）。

3,118,392 3,118,392 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

53
「外務大臣のパキスタン，スリランカ及び
モルディブ訪問に係るチャーター機運
航」業務委嘱

平成29年12月27日 双日株式会社
東京都千代田区内幸町２－
１－１

5010401049977

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）。

11,467,800 11,467,800 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局
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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29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）
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
「総理大臣のバルト三国及び南東欧訪
問に伴う日英同時通訳」業務委嘱

平成29年12月28日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６


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）。

3,082,000 3,082,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

件数： 54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

666,534,428円
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