
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 102 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 0 件

②　 一般競争方式（①以外） 51 件

③　 指名競争方式 4 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 12 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 0 件

⑥　 その他の随意契約方式 35 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30年1月1日～3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）

件数： 0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30年1月1日～3月31日）

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

（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

              該当なし 

2



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外）

1
「『日本外交文書』の電子データ原
稿作成」業務委嘱

平成30年1月4日 福田事務所 東京都港区芝浦３－１２－５ 法人番号なし 2 1,625,184 1,166,400 71.7% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

2 「生化学検査システム」の購入 平成30年1月5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 7040002069486 2 8,640,000 8,424,000 97.5% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

3
「穏健主義育成のための文明間
対話事業」業務委嘱

平成30年1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 2010401005495 3 6,656,397 5,267,442 79.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

4
「外国人の受入れと社会統合のた
めのワークショップ開催」業務委
嘱

平成30年1月9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 5 4,247,194 3,105,335 73.1% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

5
「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30年1月10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 2 9,513,746 8,356,191 87.8% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

6
「査証事務支援システム用バー
コードラベル」の購入

平成30年1月10日 野崎印刷紙業株式会社
京都府京都市北区小山下総町５４－
５

8130001005275 2 3,002,400 2,471,040 82.3% L 物品購入 7 領事局

7
「ハーグ条約に関する国際家事事
案訓練事業の実施」業務委嘱

平成30年1月12日 株式会社インターグループ 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－１ 
8120001060882 2 5,886,367 5,373,240 91.2% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

8 「文化啓発用品」の購入 平成30年1月15日
一般財団法人日本国際協力システ
ム

東京都中央区晴海２－５－２４ 1011105005329 3 12,238,074 9,828,000 80.3% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

9
「モバイルパソコン用ジュラルミン
ケース」の購入

平成30年1月15日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 7011301006050 2 6,817,500 5,184,000 76.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

10 「ＩＣ通行証カード」の購入 平成30年1月15日 株式会社研美社 東京都中央区八丁堀２－２１－１１ 4120001023232 2 1,836,000 1,002,240 54.5% L 物品購入 1-4 会計課

11
「『ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミ
ナー』」開催」業務委嘱

平成30年1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 7011001106209 5 1,715,564 941,738 54.8% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

12
「経済外交強化のための広報資
料」の購入

平成30年1月17日 株式会社日本経済評論社
東京都千代田区神田駿河台１－７－
７

1010001033088 1 4,922,640 4,824,360 98.0% L 物品購入 4 経済局

13
「国会提出予定条約テキストの印
刷・製本」業務委嘱

平成30年1月17日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 8010401014516 3 - @2,052 0.0% P 印刷・製本 6 国際法局 単価契約

14
「在外公館医務官室用執務参考
図書」の購入

平成30年1月18日 株式会社志学書店 千葉県千葉市中央区亥鼻２－２－５ 9040001003064 2 2,179,440 1,743,909 80.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

（契約期間　平成30年1月1日～3月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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
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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30年1月1日～3月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

15
「『日本外交文書』原稿の校正作
業」業務委嘱

平成30年1月22日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ 東京都港区南麻布２－９－１８ 2010403006772 3 2,097,900 1,296,000 61.7% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

16 「タブレット端末等」の購入 平成30年1月23日 株式会社トータル・サポート・システム 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区６ 7050001004757 3 1,953,359 1,762,560 90.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

17
「『東アジア地域包括的経済連携
協定（ＲＣＥＰ）電子商取引中間会
合』開催」業務委嘱

平成30年1月24日
株式会社プリンスホテル　東京プリン
スホテル

東京都港区芝公園３－３－１ 5013301022046 1 11,298,636 9,869,472 87.3% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，経済産業省との
共同事業であり，契約金
額は9,869,472円（内，外
務省負担分は，
4,934,736円）

18
「カンボジア，ラオス，ミャンマーか
らのＲＣＥＰ電子商取引中間会合
出席者招へい」業務委嘱

平成30年1月25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 4 2,035,572 1,580,592 77.6% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

19
「在米日系人リーダー招へいプロ
グラム事業」業務委嘱

平成30年1月26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 4 7,679,584 6,399,954 83.3% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

20
「第１６回『気候変動に対する更な
る行動』に関する非公式会合に係
る開催・運営及び接遇」業務委嘱

平成30年1月26日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１５－
１７

2010401021690 2 4,013,702 2,903,947 72.3% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

21
「ＯＤＡ評価調査『外交の視点から
の評価』拡充に向けた試行結果」
業務委嘱

平成30年1月26日 株式会社国際開発センター 東京都港区港南１－６－４１ 2010701024476 5 3,029,403 1,943,279 64.1% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

22
「外務本省庁舎内一般会議室へ
のＬＡＮ配線作業」業務委嘱

平成30年1月29日 東通ネットワーク株式会社 東京都中央区築地２－１１－２６ 6010001092261 3 10,228,464 4,910,749 48.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

低入札価格調査実施済

23
「国際投資仲裁（ＩＳＤＳ）法律顧問
選任用資料作成のための調査」
業務委嘱

平成30年1月30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 2,340,985 2,312,355 98.7% B 調査・研究 4 経済局

24
「領事業務情報システム用ソフト
ウェアのライセンス」の購入

平成30年1月31日 株式会社富士通エフサス 東京都中央区銀座７－１６－１２ 8010401056384 1 12,173,889 11,607,840 95.3% L 物品購入 7 領事局

25
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣（Ｄグループ）」業務委嘱

平成30年2月2日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 6011101054143 1 4,849,251 4,806,000 99.1% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

26
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣（Ｃグループ）」業務委嘱

平成30年2月2日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３－５－８ 1010405000915 2 5,138,739 3,858,457 75.0% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

27 「厨房機器」の購入 平成30年2月2日 株式会社ゼック 東京都杉並区下井草５－１９－１５ 2011301003787 3 2,766,671 1,922,400 69.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

28
「在外経理業務用執務参考図書」
の購入

平成30年2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 2 4,811,400 4,069,413 84.5% L 物品購入 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30年1月1日～3月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

29 「Ｘ線手荷物検査装置」の購入 平成30年2月5日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 3010401016070 3 4,104,000 3,456,000 84.2% L 物品購入 1-4 会計課

30 「在外本官用プリンタ」の購入 平成30年2月6日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 2010801012579 1 10,732,392 10,574,820 98.5% L 物品購入 1-3
情報通信
課

31
「統合情報通信システム複合機用
トナー」の購入

平成30年2月6日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 2010801012579 2 - @30,400他 - L 物品購入 1-3
情報通信
課

単価契約

32
「北方四島交流等代表者間協議」
業務委嘱

平成30年2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 2 3,594,492 2,497,915 69.4% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

33
「２０２５年国際博覧会誘致宣伝広
報グッズ（万博誘致ロゴ付きグッ
ズ）」の購入

平成30年2月9日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 7011301006050 2 14,102,100 12,717,000 90.1% L 物品購入 4 経済局

34
「『外務省，財務省及び経済産業
省共催国際会議』開催」業務委嘱

平成30年2月9日 株式会社プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０ 5013301022046 2 16,108,321 9,971,500 61.9% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は財務省，経済産
業省との共同事業であ
り，契約金額は9,971,500
円（内，外務省負担分は
4,017,780円）。

35
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機等」の購入

平成30年2月9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 2,039,655 1,230,120 60.3% L 物品購入 7 領事局

36
「在スーダン日本国大使館に配備
する高性能浄水器」の購入

平成30年2月14日
一般財団法人日本国際協力システ
ム

東京都中央区晴海２－５－２４ 1011105005329 1 3,221,496 3,205,440 99.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

37
「中央庁舎及び南庁舎５階一部改
修」業務委嘱

平成30年2月14日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 7011301006050 2 3,163,050 2,795,472 88.3% F
施設維持
管理

2
総合外交
政策局

38
「『中東における暴力的過激主義
対策に関する対話』招へい」業務
委嘱

平成30年2月16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 4 8,985,507 8,395,336 93.4% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

39
太平洋・島サミット高級実務レベ
ル会合開催業務（宿舎等手配）

平成30年2月16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 1 3,004,658 2,921,043 97.2% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

40
「太平洋・島サミット高級実務レベ
ル会合開催業務に係る招へい」
業務委嘱

平成30年2月16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 4,530,827 1,722,348 38.0% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

41
「２０２５年国際博覧会誘致宣伝広
報バナー」の購入

平成30年2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 2 4,320,000 3,559,680 82.4% L 物品購入 4 経済局

42
「２０２５年国際博覧会誘致宣伝広
報グッズ（万博誘致ロゴ付手提
袋）」の購入

平成30年2月20日 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１－５－１ 7010501016231 2 15,768,000 4,233,600 26.8% L 物品購入 4 経済局
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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30年1月1日～3月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

43
「カンボジア，ラオス，ミャンマーか
らの日本政府主催国際会議出席
者招へい」業務委嘱

平成30年2月22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 5 4,409,840 3,606,813 81.7% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

44
「『外務省，財務省，農林水産省
及び経済産業省共催国際会議』
開催」業務委嘱

平成30年2月22日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 2 4,334,418 2,988,111 68.9% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は財務省，農林水
産省，経済産業省との共
同事業であり，契約金額
は2,988,111円（内，外務
省負担分は755,128円）。

45 「短距離無線機」の購入 平成30年2月23日 株式会社ＪＶＣケンウッド
神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－
１２

8020001059159 1 4,681,918 4,050,000 86.5% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

46 「ＡＥＤ本体」の購入 平成30年2月23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

1040001008244 2 3,067,200 1,814,400 59.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

47

「外交青書」（閣議版及び日本語
版（市販版），英語版）に係る編
集，翻訳（英語訳），製本印刷，発
送」業務委嘱

平成30年2月26日 日経印刷株式会社 東京都千代田区飯田橋２－１６－２ 7010001025732 1 13,103,100 12,960,000 98.9% P 印刷・製本 2
総合外交
政策局

48 「什器類転倒防止対策」業務委嘱 平成30年3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 7011301006050 2 7,453,296 7,223,040 96.9% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

49
「外交史料館所蔵特定歴史公文
書等の移動等」業務委嘱

平成30年3月5日 ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平４－１－３ 5010601031801 1 1,375,776 1,293,138 93.9% V 配送 1-8
その他大
臣官房

50 「地図データ」の購入 平成30年3月6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 5,356,800 5,356,800 100.0% L 物品購入 8
国際情報
統括官

51
「『中央アジア＋日本』対話・ビジ
ネス対話開催に伴う会議運営等」
業務委嘱

平成30年3月19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 3 1,852,595 1,143,477 61.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

件数： 51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

224,646,966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

1

「アジア大洋州・国際機関大使会
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30年1月16日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 5010001008821 4 2,563,812 1,846,044 72.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

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30年2月6日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 5010001008821 4 1,373,706 1,171,152 85.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

14
中東アフリ
カ局

3
「欧州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30年2月9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 4 1,275,750 934,200 73.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

13 欧州局

4

「外務大臣主催ＯＥＣＤ東南アジ
ア地域プログラム閣僚会合に係
るレセプションケータリングサー
ビス」業務委嘱

平成30年2月20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 4 1,737,828 1,404,840 80.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

4 経済局

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

（契約期間　平成30年1月1日～3月31日）

応札
者数

5,356,236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

　　　　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
備考２
応募者数

1
「地方創生支援　飯倉公館
活用対外発信事業（第１３
回）」業務委嘱

平成30年1月18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
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）。

8,000,000 7,984,153 99.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房

4

2
「地方創生支援　飯倉公館
活用対外発信事業（第１４
回）」業務委嘱

平成30年1月18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
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）。

8,000,000 7,927,453 99.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房

2

3

「『東アジアにおける中長期
的外交・安全保障政策のあ
り方』に関する調査研究事
業」業務委嘱

平成30年1月24日
公益財団法人中曽根康弘世
界平和研究所

東京都港区虎ノ門３
－２－２

5010405009465
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 1,897,409 99.8% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

2

4
「ジャパン・ハウス　制度設
計実施」業務委嘱

平成30年1月29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
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）。

13,600,440 13,586,400 99.8% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

5
「次期公信自動処理システ
ム」業務委嘱

平成30年2月1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
企画競争の結果，同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であると認められ，他に競争を許さ
ないため(会計法第29条の3第4項）。

10,000,000 5,725,080 57.2% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

2

6
「英語教材『外交の現場で
頻出の重要英語表現集（仮
称）』作成」業務委嘱

平成30年2月7日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３－２０－１

8120001060882
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）。

6,048,000 6,048,000 100.0% J
その他業
務委嘱

9 研修所 1

7
「地域の魅力海外発信支援
事業」業務委嘱

平成30年2月8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）。

34,586,000 34,574,874 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 4

8
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

平成30年2月21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）。

11,900,000 11,899,701 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

9 「課室長研修」業務委嘱 平成30年2月23日
株式会社ビーコンラーニング
サービス

東京都中央区日本橋
茅場町２－２－１

4010001160557
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）。

1,290,000 1,162,980 90.1% Y 研修 1-2 人事課 2

10
「持続可能な開発目標（SDG
ｓ）広報啓発のための動画
制作」業務委嘱

平成30年3月12日 株式会社トゥリー
和歌山県西牟婁郡白
浜町２９９８－１１９

2020001092859
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 1,990,440 99.5% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

6

11

「海外安全ホームページの
リニューアルに向けたペー
ジデザイン等の作成」業務
委嘱

平成30年3月22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)。

4,968,000 4,966,920 99.9% H
システム
関係

7 領事局 3

12
「次世代査証発給・渡航認
証管理システムの設計・開
発」業務委嘱

平成30年3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
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)。

494,977,392 375,192,000 75.7% H
システム
関係

7 領事局 3

件数： 12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30年1月1日～3月31日）

随意契約理由

472,955,410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

　　　　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）

⑤ 公募に基づく随意契約方式
備考２

応募者数

件数： 0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30年1月1日～3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 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

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

              該当なし 
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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 「国際テロ対策研修」業務委嘱 平成30年1月5日 ＣＭＳＳ株式会社
東京都千代田区麹町４－５
－１０

1010501032647
本件業務を実施できる国内で唯一の
業者であり，他に競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）。

3,888,000 3,888,000 100.0% Y 研修 9 研修所

2
「本省ネットワーク機器用モジュール」の
購入

平成30年1月10日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

本件調達を，本件ネットワーク機器の
保守業者以外から行った場合，保守
契約の範囲外となり現行の保守を受
けられず，かつ，障害発生時の責任の
切り分けが困難であることから，安定
した運用が行えない恐れがあり，他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

49,749,120 49,749,120 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

3
「ソフトウェア一式の賃貸借及び保守（再
リース）」業務委嘱

平成30年1月10日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

本件は再リースにより，新規調達より
も経済的に調達出来るものであり，現
行の契約相手先以外の業者との間で
契約を締結することは合理的でなく，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

27,147,076 27,147,076 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

4
「総合人材育成システムの改修」業務委
嘱

平成30年1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

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）。

3,781,188 3,781,188 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

5 「アジア不拡散協議の開催」業務委嘱 平成30年1月10日 株式会社ジャッツ
東京都品川区東大井２－１３
－８

8010701011345

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった同者に
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）。

2,209,372 2,208,600 99.9% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

6
「入退庁管理システムにおける会計統合
システムとの統合等に係るソフトウェア
の賃貸借」業務委嘱

平成30年1月15日

①日立キャピタル株式
会社
②株式会社日立製作
所

①東京都港区西新橋１－３
－１
②東京都品川区南大井６－
２３－１

①6010401024970
②7010001008844

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）。

73,999,947 73,999,947 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課 三者契約

7
「入退庁管理システムにおける会計統合
システムとの統合等に係るソフトウェア
の保守」業務委嘱

平成30年1月15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，
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）。

154,980 154,980 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

8 「英文国際法年鑑２０１７年版」の購入 平成30年1月15日 丸善雄松堂株式会社 東京都港区海岸１－９－１８ 2010001034952

本件業務を履行できるのは，英文国
際法年鑑の販売権を有している本契
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）。

2,516,704 2,516,704 100.0% L 物品購入 6 国際法局

9

「次期公用パソコンのオペレーティングシ
ステム（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０への変更）に伴う
特定歴史公文書等簿冊管理システム動
作検証」業務委嘱

平成30年1月26日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

9020001071492

本件業務である動作検証作業が可能
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）。

1,101,600 1,101,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

10
「領事業務情報システム（強制自動
シャットダウン措置の設定）」業務委嘱

平成30年1月29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への設定作業
であることから，当省におけるシステ
ムを熟知する業者に委嘱するものであ
り，現行の稼働状況に障害を及ぼすこ
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）。

1,865,721 1,865,721 100.0% H
システム
関係

7 領事局

11
「人事計画用情報システムのＷｉｎｄｏｗｓ
１０バージョンアップ対応作業」業務委嘱

平成30年1月31日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

本件を当該システムの開発業者以外
に実施させた場合，動作確認・保守範
囲及び責任の範疇を明確化できず，
作業にて不具合が発生した場合，当
該システムの安定した運用が行えず，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

3,375,000 3,375,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

（契約期間　平成30年1月1日～3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 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）

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30年1月1日～3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 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）

12
「業務系共通プラットフォーム次期公信
自動処理システムの環境構築等」業務
委嘱

平成30年1月31日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

本件を共通プラットフォームの開発業
者以外が実施した場合，作業の過程
で発生した不具合について責任の所
在究明が不可能となり，当該システム
を共有する他の業務システムの運用
にも支障をきたすこととなり，他に競争
を許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,628,936 2,628,936 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

13

「外務省ホームページ「キッズ外務省」内
のFlash使用コンテンツ「キッズ外交官検
定」について，Flash Player廃止に対応
するための最適化作業」業務委嘱

平成30年2月1日
株式会社フォックスデ
ザイン

東京都中央区日本橋箱崎町
１９－２５

1010001092803

本件業務である，最適化作業が可能
な者は，当該コンテンツの制作者であ
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）。

1,614,600 1,614,600 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

14
「人事給与関係業務システム『新人事シ
ステムの旧姓氏名対応』に係る改修」業
務委嘱

平成30年2月2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）。）

6,999,999 6,999,999 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

15
「総理大臣の平昌オリンピック開会式出
席に伴うチャーター機運航」業務委嘱

平成30年2月5日 日本航空株式会社
東京都品川区東品川２－４
－１１

7010701007666

日程等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）。

9,900,000 9,900,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

16 「公用車の修理」業務委嘱 平成30年2月5日 東京トヨペット株式会社 東京都港区芝浦４－８－３ 8010401020720
契約の性質から特定の者でなければ
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）。

2,790,113 2,790,113 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

17
「在ＰＮＧ大使館移転に伴う基幹通信網
アクセス回線の移設」業務委嘱

平成30年2月5日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

本件通信回線移設業務は，当該通信
回線を提供する業者のみが実施でき
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）。

1,292,760 1,292,760 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

18
「２０２５年国際博覧会誘致推進のため
の宣伝広報グッズ（万博キャラ特使）」の
購入

平成30年2月9日 株式会社サンリオ 東京都品川区大崎１－６－１ 5010701003956

本件に係る著作財産権を有する者は
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）。

5,483,700 5,483,700 100.0% L 物品購入 4 経済局

19 チリ大統領一行接遇（宿舎等手配） 平成30年2月9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ふまえ，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）。

1,821,240 1,821,240 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

20
「外交史料館所蔵史料インターネット検
索システム改修」業務委嘱

平成30年2月16日 インフォコム株式会社
東京都渋谷区神宮前２－３４
－１７

3011001057199

本件改修業務は，同システムの開発
業者以外に委託した場合，システムに
障害が発生した際の責任範囲が不明
確となり，当該システムの安定した運
用が妨げられる恐れがあり，他に競争
を許さないため(会計法第29条の3第4
項）。

3,128,760 3,128,760 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

21
「開発協力シンポジウム（於：広島）にお
ける協力」業務委嘱

平成30年2月16日
国立大学法人広島大
学

広島県広島市鏡山１－３－２ 1240005004054

本件業務は，その業務内容及び性質
により，本件事業共催者である本契約
の相手方のみが行い得る業務であり，
他に競争を許さないため(会計法第29
条の3第4項）。

1,393,964 1,393,964 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

22
「領事業務情報システム（旅券発給管理
システム改修）」業務委嘱

平成30年2月19日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件改修業務をシステム開発業者以
外が実施した場合，責任の所在が曖
昧になり運用上極めて困難であり，ま
た，経済効率上も著しく不利であり，他
に競争を許さないため(会計法第29条
の3第4項）。

38,417,090 38,417,090 100.0% H
システム
関係

7 領事局

11



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成30年1月1日～3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 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）

23
「領事業務情報システム（旅券発給申請
書作成Ｗｅｂサービスの改修）」業務委嘱

平成30年2月19日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件改修業務は，同システムの開発
業者以外に実施可能な者はなく，他に
競争を許さないため(会計法第29条の
3第4項）。

9,277,675 9,277,675 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

24 「テレワーク用ＳＳＤ運用設計」業務委嘱 平成30年2月19日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－
８－１

9011101031552

本件の運用設計業務を当省情報ネッ
トワークＬＡＮシステムの保守業務を実
施する者以外が実施した場合，動作
確認・保守範囲及び責任の範疇を明
確化できないことから復旧までに時間
を要し，当該システムの安定的な運用
に障害を生じる恐れがあり，他に競争
を許さないため(会計法第29条の3第4
項）。

1,710,720 1,710,720 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

25
「『ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外
安全対策マニュアル』動画版（仮）の制
作」業務委嘱

平成30年2月27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
締結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）。

10,650,000 10,650,000 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

26

「『ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外
安全対策マニュアル』動画版（仮）の制
作及び冊子版の増刷にかかる著作権利
用許諾」業務委嘱

平成30年2月27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
締結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）。

8,000,000 8,000,000 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

27
「『ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外
安全対策マニュアル』冊子版の増刷」業
務委嘱

平成30年2月27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
締結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）。

1,750,000 1,750,000 100.0% P 印刷・製本 7 領事局

28
「軍縮関連会合開催に係る招へい」業務
委嘱

平成30年3月1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 2010701023536

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった同者に
対し予定価格の範囲内で契約を再交
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)。

13,086,321 13,067,009 99.8% C
招聘・賓客
接遇

3
軍縮不拡
散・科学部

29
「入退室管理のための電気錠設置作業
等」業務委嘱

平成30年3月1日
株式会社ＮＴＴデータ・
アイ

東京都新宿区揚場町１－１８ 2011101056358

本業務に関係するソフトウェア使用が
許諾されているのは，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)。

2,063,880 2,063,880 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

30
「新統合Web環境：外務省ホームページ
（日英）の常時ＴＬＳ化：準備作業実施」
業務委嘱

平成30年3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

本件設定作業は，当該システムの運
用保守業者以外に実施できず，他に
競争を許さないため(会計法第29条の
3第4項)。

13,737,600 13,737,600 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

31
「領事業務情報システム（IP-VANルータ
機器交換及び『SHA-2』対応作業」業務
委嘱

平成30年3月2日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件の機器交換及び設定作業を実施
できる者は当該システムの開発業者
以外になく，他に競争を許さないため
(会計法第29条の3第4項)。

4,930,632 4,930,632 100.0% H
システム
関係

7 領事局

32
「本人認証システム静脈認証装置ライセ
ンス」の購入

平成30年3月9日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１ 7010401022916
当該ライセンスは，右開発業者が販売
権を有しているところ，他に競争を許さ
ないため(会計法第29条の3第4項)。

14,851,047 14,851,047 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

33
スリランカ大統領一行接遇（宿舎等手
配）

平成30年3月9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)。

5,907,100 5,907,100 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

34
「入退庁管理システムのログインの効率
化に向けた対応作業」業務委嘱

平成30年3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

本件作業は，当該システムの開発業
者以外に実施できる者がなく，他に競
争を許さないため(会計法第29条の3
第4項)。

3,500,000 3,500,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課
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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30年1月1日～3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 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）

35
「外務大臣の米国訪問に伴うチャーター
機運航」業務委嘱

平成30年3月14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，
唯一請負可能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)。

52,406,200 52,406,200 100.0% U 輸送 11 北米局

件数： 35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

387,110,961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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