
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 136 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） 52 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 26 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 2 件

⑥　 その他の随意契約方式 49 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）

　　　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。

（契約期間　平成30年7月1日～9月30日）
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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30年7月1日～9月30日）

1

「領事業務情報システムの改修
（旅券発給管理システムに係る
要件定義作成支援業務）」業務
委嘱

平成30年7月13日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491 1 38,895,552 14,862,528 38.2% H
システム
関係

7 領事局
低入札価格調査実
施済

2
「ソフトウェアライセンス及びメディ
ア作成作業」業務委嘱

平成30年7月30日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 3 28,017,360 25,656,966 91.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

3
「Ｇ２０大阪サミット公式ホーム
ページに関する企画・制作等」業
務委嘱

平成30年9月20日 株式会社電通デジタル 東京都港区東新橋１－８－１ 5010001086470 4 60,000,000 45,100,864 75.2% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

4 経済局

4

「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
作成業務，並びに目次データの
作成」業務委嘱

平成30年9月21日 株式会社ニチマイ 東京都江戸川区中葛西４－１９－１４ 5010001006197 4 － @110,000他 － J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

単価契約
予定調達総額
20,400,147円

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

　　　　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

85,620,358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 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） （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）

1

「アジア・エネルギー安全保障セミ
ナー『エネルギー転換とアジアのエ
ネルギー安全保障』に伴う会議運
営」業務委嘱

平成30年7月2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 4 2,975,243 2,050,062 68.9% D
事業実
施・会議
運営

4 経済局

2
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

平成30年7月6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 4,116,486 3,522,829 85.5% Y 研修 1-5
在外公館
課

3
「『外務省研修所』労働者派遣契
約」業務委嘱

平成30年7月13日 株式会社ティム・プラニング 東京都豊島区東池袋４－１４－１ 6013301007723 3 - @1,630 - N 派遣職員 9 研修所
単価契約
予定調達総額1,744,140
円

4
「ＯＤＡ評価『コスタリカ・ニカラグア
国別評価』調査」業務委嘱

平成30年7月18日
株式会社コーエイリサーチ＆コンサル
ティング

東京都千代田区麹町４－２ 9011101024804 1 17,197,710 14,580,000 84.7% B
調査・研
究

1-8
その他大
臣官房

5
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第3回）（札幌及び旭川受入
支援業務）」業務委嘱

平成30年7月18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 8,837,784 8,586,000 97.1% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

6
「ＯＤＡ評価『アンゴラ国別評価』調
査」業務委嘱

平成30年7月19日 ＮＴＣインターナショナル株式会社 東京都中野区本町１－３２－２ 1011101012790 2 17,112,076 13,087,811 76.4% B
調査・研
究

1-8
その他大
臣官房

7
「ＯＤＡ評価『インドネシア国別評
価』調査」業務委嘱

平成30年7月19日 国際航業株式会社 東京都千代田区六番町２ 9010001008669 2 19,163,709 10,963,080 57.2% B
調査・研
究

1-8
その他大
臣官房

8
「ＯＤＡ評価『無償資金協力個別
案件の評価』調査」業務委嘱

平成30年7月19日
グローバルリンクマネージメント株式会
社

東京都港区南青山５－１０－１３ 2010401048866 3 8,803,528 7,168,312 81.4% B
調査・研
究

1-8
その他大
臣官房

9
「ＴＩＣＡＤ（アフリカ開発会議）閣僚
会合開催における会議運営・接
遇」業務委嘱

平成30年7月23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 4 280,864,994 161,688,563 57.5% D
事業実
施・会議
運営

14
中東アフリ
カ局

10
「自家発電装置保守点検専門技
術者派遣（アジア・大洋州・中南米
地域）」業務委嘱

平成30年7月25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 21,920,812 18,375,019 83.8% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

11
「TICAD準備事務局で使用する執
務用什器類の借上げ」業務委嘱

平成30年7月25日 広友レンティア株式会社 東京都港区新橋６－１７－１５ 3010401025419 2 1,461,121 1,339,200 91.6% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

12
｢樺太日本人墓地等委託調査報
告書の翻訳｣業務委嘱

平成30年7月25日 光洋商事株式会社 東京都立川市上砂町２－４３－１１ 3012801004456 8 1,789,560 300,780 16.8% A 通訳 13 欧州局

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） （契約期間　平成30年7月1日～9月30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
「『日インドネシア経済連携協定第
８回合同委員会』開催」業務委嘱

平成30年7月26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 4,044,304 2,399,447 59.3% 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
2,399,447円（内，外務省
負担額は615,614円）。

14
「武器貿易条約第４回締約国会議
の開催支援」業務委嘱

平成30年7月27日 株式会社アイ・エス・エス 東京都港区三田３－１３－１２ 2010001009310 5 38,960,552 20,359,076 52.2% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

15
「『人種差別撤廃条約第１０回・第
１１回政府報告審査』における同
時通訳業務等」業務委嘱

平成30年7月27日 株式会社ＳＥＬＣ 神奈川県逗子市山の根２－１１－１ 7021001047229 4 3,493,740 2,198,799 62.9% A 通訳 2
総合外交
政策局

16
「在外公館用金屏風の制作・納
入」業務委嘱

平成30年7月30日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 6011101030094 4 6,174,405 4,147,200 67.1% K 物品製造 1-5
在外公館
課

17 「郵便物の発送」業務委嘱 平成30年7月31日 日本通運株式会社 東京都港区東新橋１－９－３ 4010401022860 2 2,088,000 2,051,784 98.2% V 配送 1-3
情報通信
課

18
「国会提出条約テキストの印刷・製
本」業務委嘱

平成30年7月31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 - @11他 - P
印刷・製
本

6 国際法局
単価契約
予定調達総額4,804,781
円

19
「中央庁舎１階会議室改修工事」
業務委嘱

平成30年8月2日 株式会社イトーキ 東京都中央区入船３－２－１０ 9120001014301 2 19,440,000 17,269,200 88.8% G
工事・建
築サービ
ス

1-4 会計課 低入札価格調査実施済

20
「乗用自動車の交換購入」業務委
嘱

平成30年8月3日 東京トヨタ自動車株式会社 東京都港区三田３－１１－３４ 5010401035317 2 7,754,400 6,415,480 82.7% L 物品購入 1-4 会計課

21
「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8月3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 2 3,422,790 3,246,394 94.8% J
その他業
務委嘱

7 領事局

22
「２０１９年Ｇ２０大阪サミット主要施
設の設営・運営等の委託先選定に
係る資料等作成」業務委嘱

平成30年8月3日 株式会社電通ライブ 東京都千代田区内幸町１－５－３ 4010001050790 4 15,697,638 1,188,000 7.5% J
その他業
務委嘱

4 経済局

23
「在外公館配備用規格食器（漆
器）製作・納入」業務委嘱

平成30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 - @43,200他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額8,300,723
円

24
「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30年8月7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 - @9,504他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額7,027,020
円
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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7月1日～9月30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）

25
「在外公館配備用規格食器（和食
用磁器）製作・納入」業務委嘱

平成30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 - @2,721他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額2,779,909
円

26 「在外公館執務参考図書」の購入 平成30年8月9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 3 6,766,811 6,251,160 92.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

27
「国際連合関係者招へい」業務委
嘱

平成30年8月13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 4 - @76,250他 - C
招聘・賓
客接遇

2
総合外交
政策局

単価契約
予定調達総額
10,710,941円

28
「在外公館配備用規格食器（銀
器）製作・納入」業務委嘱

平成30年8月14日 株式会社百夢 東京都台東区柳橋１－１５－２ 2010501020171 1 - @25,466他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
10,686,470円

29
「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）」業務委嘱

平成30年8月14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 7,277,894 6,182,028 84.9% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

30
「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30年8月14日 Ｍ＆Ｉアート株式会社 東京都港区赤坂１－１２－３２ 4010401002846 1 3,780,000 3,736,800 98.8% B
調査・研
究

1-5
在外公館
課

31
「外務省関連国際会議開催に係る
宿舎（東京）の提供」業務委嘱

平成30年8月15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 7,899,420 6,145,308 77.7% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

32
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣〔工事監理型〕」業務委嘱

平成30年8月17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 22,078,625 11,285,568 51.1% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

33
「入退庁管理システムの延伸に係
る器材」の購入

平成30年8月20日 株式会社ＮＴＴデータ・アイ 東京都新宿区揚場町１－１８ 2011101056358 1 9,559,674 9,559,674 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

34
「ソフトウェアライセンス」の追加購
入

平成30年8月22日 株式会社ドヴァ
神奈川県横浜市西区みなとみらい２－
２－１

8020001041884 3 2,702,603 2,442,960 90.3% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

35
「第２０回日本・スペイン・シンポジ
ウム会議運営」業務委嘱

平成30年8月23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 2 4,775,997 3,848,152 80.5% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

36
「第１回Ｇ２０シェルパ会合開催に
係る会議施設等手配」業務委嘱

平成30年8月24日 東京プリンスホテル 東京都港区芝公園３－３－１ 5013301022046 2 20,274,015 13,516,879 66.6% D
事業実
施・会議
運営

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7月1日～9月30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）

37
「『対外発信強化のための中南米
日系人招へい』に係る接遇等」業
務委嘱

平成30年8月27日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 5 9,231,158 6,222,573 67.4% C
招聘・賓
客接遇

12 中南米局

38
「アジアアフリカ法律諮問委員会
（ＡＡＬＣＯ）総会開催支援」業務
委嘱

平成30年8月28日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 3 39,375,993 20,249,711 51.4% D
事業実
施・会議
運営

6 国際法局

39
「広報冊子『海外安全　虎の巻』の
印刷・製本等」業務委嘱

平成30年9月3日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 5010001067883 3 6,408,720 4,615,380 72.0% P
印刷・製
本

7 領事局

40
「樺太日本人慰霊碑の整備工事」
業務委嘱

平成30年9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 2 12,893,717 12,003,204 93.1% G
工事・建
築サービ
ス

13 欧州局

41
「『外務省及び農林水産省共催国
際会議』開催に係る準備」業務委
嘱

平成30年9月4日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２－ 4010601042469 2 2,868,976 2,322,495 81.0% D
事業実
施・会議
運営

4 経済局

42
「TICAD７事務局で使用する執務
用什器類の借上げ」業務委嘱

平成30年9月6日 エイトレント株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町１８－２１ 6120001061197 1 1,980,201 1,717,200 86.7% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

43
「『マレーシア・イスラム学校教師招
へい事業』に係る接遇等」業務委
嘱

平成30年9月7日 一般社団法人国際交流サービス協会 東京都港区虎ノ門１－２１－１７ 8010005002644 3 7,350,474 5,381,163 73.2% C
招聘・賓
客接遇

2
総合外交
政策局

44
「第１０回日メコン首脳会議準備事
務局設置に伴う什器借り上げ」業
務委嘱

平成30年9月10日 株式会社デザインアーク 大阪府大阪市北区堂島浜２－１－２９ 7120001045141 4 1,713,619 810,000 47.3% M 賃貸借 10
アジア大
洋州局

45
「第１０回日本・メコン首脳会議開
催支援」業務委嘱

平成30年9月13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 3 41,512,438 27,478,941 66.2% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

46
「在外公館医務官室用『生化学検
査システム』」の購入

平成30年9月14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 1 4,708,260 4,406,400 93.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

47
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第5回）（釧路受入支援業
務）」業務委嘱

平成30年9月14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 3,543,994 3,448,641 97.3% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

48
「在外公館医務官室用医療機器
『超音波画像診断装置』」の購入

平成30年9月14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 1 3,672,000 3,283,200 89.4% 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30年7月1日～9月30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）

49 「可搬型蓄電池」の購入 平成30年9月18日 サン株式会社 千葉県柏市加賀２－１０－４ 5040001069786 3 8,396,136 7,699,104 91.7% L 物品購入 1-5
在外公館
課

50
「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30年9月18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 1 4,185,467 3,661,570 87.5% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

51
「『核実験の実質的な進展のため
の賢人会議』開催にかかる事務
局」業務委嘱

平成30年9月19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 3,409,501 3,033,250 89.0% D
事業実
施・会議
運営

3
軍縮不拡
散・科学
部

52
「在外公館医務官室用医療機器
『心電図解析装置』」の購入

平成30年9月26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 2 6,278,399 3,024,000 48.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

件数： 52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

473,262,397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

7



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）

1
「在外公館における警備指導」業
務委嘱

平成30年7月19日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 3010401016070 2 76,827,511 76,655,571 99.7% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

2
「即位の礼に参加する各国・機関
代表団用宿舎等の配宿・調整」
業務委嘱

平成30年7月23日
株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

東京都品川区東品川２－３－１４ 6010701015843 3 4,184,285 654616 15.6% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典

3

「『日韓パートナーシップ宣言』２０
周年記念シンポジウムに際しての
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9月26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 4 3,293,070 2710800 82.3% E
レセプショ
ン・ケータリ
ング

10
アジア大
洋州局

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

80,020,987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 （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）
備考２
応募者数

1

「海外向け政策広報動画の
制作並びにその海外テレビ
ネットワーク及びＷｅｂ・ソー
シャルメディアにおける広報」
業務委嘱

平成30年7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）。

144,028,000 143,988,750 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

2
「日独フォーラム第２７回合
同会議日本側事務局」業務
委嘱

平成30年7月2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）。

10,100,000 10,086,234 99.8% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 1

3
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

平成30年7月23日
一般財団法人日本国際協力
センター

東京都新宿区西新宿
２－７－１

6011105000218
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）。

38,615,000 37,635,175 97.4% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

3

4
「『ロシアにおける日本年』大
型舞台公演（オペラ）」業務
委嘱

平成30年7月24日 株式会社ジャパン・アーツ
東京都渋谷区渋谷２
－１－６

3011001011404
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）。

147,013,357 125,617,631 85.4% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

5

「対ロシア技術支援日本セン
ター巡回講座／訪日研修事
業『カイゼン（サービス業）極
東部』」業務委嘱

平成30年7月27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）。

15,000,000 14,997,250 99.9% Y 研修 13 欧州局 3

6
「ジャパン・ハウス地域活性
化企画プロジェクト及び関連
調査」業務委嘱

平成30年8月1日
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

東京都港区東新橋１
－５－２

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）。

11,242,413 11,242,413 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

4

7

「対ロシア技術支援日本セン
ターＯＪＴ研修事業『中小企
業経営（極東部・欧露部）』」
業務委嘱

平成30年8月2日
株式会社グローバルＭＩＣＥ＆Ｐ
コミュニケーションズ

神奈川県鎌倉市鎌倉
山２－１－１０

3021001062157
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）。

16,500,000 16,469,304 99.8% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 3

8
「在外安全対策セミナー」業
務委嘱

平成30年8月3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）。

36,044,400 35,084,400 97.3% D
事業実
施・会議
運営

7 領事局 4

9

「『内外発信のための多層的
ネットワーク構築事業』：ＡＳＥ
Ｍ連結性・質の高いインフラ
に関するセミナー開催等」業
務委嘱

平成30年8月6日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２－３－１１

8010701012863
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）。

3,596,670 3,596,076 99.9% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

10
「北方四島医師・看護師等
研修事業」業務委嘱

平成30年8月8日
株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道札幌市中央区
大通西３－１１

6430001009859
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）。

7,400,000 7,398,000 99.9% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 1

11
「日本特集番組制作支援事
業」業務委嘱

平成30年8月10日 インタナシヨナル映画株式会社
東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

5010401071213
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）。

7,044,000 6,996,781 99.3% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

2

12
「日蘭平和交流事業」業務
委嘱

平成30年8月10日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２－３－１１

8010701012863
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）。

6,800,000 6,534,396 96.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

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 （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）
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
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成30年8月10日 株式会社アヴァンティスタッフ
東京都中央区日本橋
兜町６－７

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 3,786,765 99.9% Y 研修 9 研修所 3

14
「日米草の根平和交流招へ
いプログラム」業務委嘱

平成30年8月17日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２－３－１１

8010701012863
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）。

10,394,000 9,893,836 95.1% C
招聘・賓
客接遇

11 北米局 2

15
「日韓歴史家会議」業務委
嘱

平成30年8月23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）。

3,682,000 3,682,000 100.0% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

1

16
「２０１８年版開発協力白書
（仮称）」の執筆（一部）・編
集，製本，発送」業務委嘱

平成30年8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）。

9,300,000 9,298,800 99.9% P
印刷・製
本

5
国際協力
局

1

17

「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，チェコ語）通訳
研修」業務委嘱

平成30年8月31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）。

7,722,750 7,717,920 99.9% Y 研修 1-2 人事課 2

18
「少数言語（インドネシア語，
ポルトガル語）通訳研修」業
務委嘱

平成30年8月31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）。

2,574,250 2,570,400 99.8% Y 研修 1-2 人事課 2

19

「『内外発信のための多層的
ネットワーク構築』事業におけ
る外国テレビチーム招へいに
係る接遇等」業務委嘱

平成30年9月5日 インタナシヨナル映画株式会社
東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

5010401071213
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）。

9,500,000 9,481,150 99.8% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

1

20
「ストレスチェック制度実施」
業務委嘱

平成30年9月6日 株式会社インソース
東京都千代田区神田
錦町１－１９－１

5010001080795
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）。

1,960,000 1,944,000 99.2% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

2

21
「ＯＤＡ評価～年次報告２０１
８～（日本語版及び英語版）
の作成・翻訳」業務委嘱

平成30年9月6日
株式会社アーバン・コネクション
ズ

東京都品川区北品川
５－５－１５

2011001000473
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）。

2,209,000 1,395,360 63.2% P
印刷・製
本

1-8
その他大
臣官房

1

22

「経済連携協定（ＥＰＡ）に基
づくベトナム人看護師・介護
福祉士候補者に対する訪日
前日本語研修事業」業務委
嘱

平成30年9月10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）。

500,585,000 485,029,773 96.9% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

本件は，経済産業省
との共同事業であり，
契約金額は
485,029,773円（内，
外務省負担額は
242,514,887円）

3

23
「『ロシアにおける日本年』大
型舞台公演（舞踊公演）」業
務委嘱

平成30年9月12日 株式会社ロシア旅行社
東京都千代田区五番
町５－１

1010001032437
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）。

91,195,738 91,195,738 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 1

24
「第１２回日本国際漫画賞実
施」業務委嘱

平成30年9月19日 株式会社エスピーエスエス
東京都中央区八丁堀
４-９-４

1013302021752
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）。

6,885,012 6,880,892 99.9% D
事業実
施・会議
運営

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

1
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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30年7月1日～9月30日）
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
「採用案内（総合職）パンフ
レット作成」業務委嘱

平成30年9月20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）。

1,787,500 1,648,296 92.2% P
印刷・製
本

1-2 人事課 4

26
「地方創生支援　飯倉公館
活用対外発信事業（第１６
回）」業務委嘱

平成30年9月28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

2

件数： 26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

1,062,155,493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 （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1

「アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）
閣僚会合開催に係る会場等
及び参加者宿舎手配」業務
委嘱

平成30年8月23日 東京プリンスホテル
東京都港区芝公園３
－３－１

5013301022046

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）。

56,132,676 56,132,676 100.0% D
事業実
施・会議
運営

14
中東アフリ
カ局

1

2
「北方四島住民招へい事業
（一般：網走市）」業務委嘱

平成30年8月30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）。

15,000,615 15,000,615 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 1

件数： 2件

契約金額：

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

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

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

　　　　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

71,133,291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

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30年7月1日～9月30日）

1 「ｉＰｈｏｎｅのレンタル」契約 平成30年7月1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業務効率・運用
面から安定的であり，他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

- 2,090,850 - M 賃貸借 1-1
官房総務
課

一部単価契約

2
「人事給与関係業務システム用電子交
付システム専用ソフトウェアの保守」業務
委嘱

平成30年7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

本件保守業務を実施できるのは，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）。

1,336,500 1,336,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

3
「総理大臣中東訪問時の内外記者会見
における同時通訳」業務委嘱

平成30年7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

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）。

2,193,180 2,193,180 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

4
「日米韓外相会合及び日米韓共同記者
会見における音響システム・同時通訳シ
ステム」業務委嘱

平成30年7月5日
株式会社放送サービス
センター

東京都新宿区四谷本塩町４
－４０

4011101019544

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）。

1,188,000 1,188,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

5
「法務省新査証サーバ導入に伴う統合プ
ラットフォーム設定追加・変更・削除作
業」業務委嘱

平成30年7月9日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件改修・設定変更業務を実施できる
のは，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）。

2,593,036 2,593,036 100.0% H
システム
関係

7 領事局

6
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）」業務委嘱

平成30年7月10日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０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）。

3,402,975 3,402,975 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

7
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）」業務委嘱

平成30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）。

2,566,933 2,566,933 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

8
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回目）治療」業務委嘱

平成30年7月11日 旭川医科大学病院
北海道旭川市緑が丘東二条
１－１－１

2450005001797

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）。

2,357,267 2,357,267 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

9
「国連ＳＤＧｓフォーラムにおける我が国主
催レセプションへのポケモン（万博キャラ
特使）着ぐるみ派遣」業務委嘱

平成30年7月11日 株式会社ポケモン
東京都港区六本木６－１０－
１

1010401079276

本件業務を履行できるのは，本件著作
物の著作権を有する本契約の相手方
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）。

1,374,516 1,374,516 100.0% J
その他業
務委嘱

4 経済局

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

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30年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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
「羽田空港における『夏の海外安全対策
キャンペーン　ケンドーコバヤシ氏による
トークイベント』実施」業務委嘱

平成30年7月19日 株式会社ビッグウイング
東京都大田区羽田空港３－
３－２

6010801010018

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）。

1,620,000 1,620,000 100.0% D
事業実
施・会議
運営

7 領事局

11
｢外務大臣表彰式におけるレセプション
ケータリングサービス｣業務委嘱

平成30年7月19日 株式会社東京會舘
東京都千代田区丸の内３－
２－１

5010001008821

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）。

1,339,713 1,296,000 96.7% E
レセプショ
ン・ケータリ
ング

1-2 人事課

12
「携帯電話端末（スマートフォン）」追加購
入

平成30年7月20日 株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町２－
１１－１

1010001067912

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）。

1,678,320 1,678,320 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

13
「中国における遺棄化学兵器に関する現
地調査支援（黒竜江省）」業務委嘱

平成30年7月23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）。

114,574,432 114,574,432 100.0% B
調査・研
究

10
アジア大
洋州局

14
「領事業務情報システム（査証事務支援
システム改修）」業務委嘱

平成30年7月25日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

7010401006126

本件改修業務を実施できるのは，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）。

4,989,600 4,989,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

15
「国際法模擬裁判『２０１８年アジア・カッ
プ』の運営」業務委嘱

平成30年7月25日
一般財団法人国際法
学会

神奈川県横浜市中区山下町
１９４－５０２

9010005002684

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）。

3,500,000 3,500,000 100.0% D
事業実
施・会議
運営

6 国際法局

16
「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１８領事局
ブースの出展」業務委嘱

平成30年7月25日
一般社団法人日本旅
行業協会

東京都千代田区霞が関３－
３－３

1010005016700

本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）。

1,987,200 1,987,200 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

17
「会計統合システムにおける物品管理機
能（本省用）の拡充作業」業務委嘱

平成30年7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

本システムの機能拡充業務の実施が
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）。

33,495,660 33,495,660 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

18
セントビンセント首相一行接遇（宿舎等手
配）

平成30年7月26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）。

1,535,520 1,535,520 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典

19
「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30年8月1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）。

15,711,304 15,711,304 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

20
「緊急事態発生時に備えた安全状況等
確認システム改修」業務委嘱

平成30年8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

本件改修作業を実施し得る者は，当該
システムの構築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）。

1,782,000 1,782,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

21 「若者対象広報事業」業務委嘱 平成30年8月8日 株式会社博報堂 東京都港区赤坂５－３－１ 8010401024011

本サービスの提供におけるキャラクター
の使用に係る許諾は本契約の相手方
を通じて行う必要があり，他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,159,784 2,159,784 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

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30年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

22
「入退庁管理システムの延伸に係る器材
の設置作業」業務委嘱

平成30年8月10日
株式会社ＮＴＴデータ・
アイ

東京都新宿区揚場町１－１８ 2011101056358

本件設置作業を実施し得る者は，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）。

28,574,640 28,574,640 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

23
「大型行事に伴う本官パソコンセットアップ
作業等」業務委嘱

平成30年8月10日 株式会社コスモピア
東京都千代田区平河町１－
１－８

6010001145622

内容の整合性・継続性等を確保するた
めには，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）。

2,818,800 2,818,800 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

24
「北方四島における共同経済活動に関す
る『ビジネス・ミッション』派遣」業務委嘱

平成30年8月14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，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）。

31,513,394 31,513,394 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

25
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回目）治療」業務委嘱

平成30年8月15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）。

4,562,379 4,562,379 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

26
「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30年8月15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。同病院は移動時
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）。

3,044,936 3,044,936 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

27
「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30年8月15日 根室市 北海道根室市常盤町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）。

1,734,499 1,734,499 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

28
「『ロシアにおける日本年』大型行事（歌舞
伎公演等の実施）」業務委嘱

平成30年8月16日 松竹株式会社 東京都中央区築地４－１－１ 6010001034809

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）。

139,721,372 139,721,372 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

29 「ｉＰｈｏｎｅのレンタル」契約 平成30年8月22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
の物件の新規調達に比べ業務効率・
運用面から安定的であり，他に競争を
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

－ 7,855,547 － M 賃貸借 1-1
官房総務
課

一部単価契約

30
「領事業務情報システム：在外選挙住所
意見照会システム改修」業務委嘱

平成30年8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

2020001043507

本件改修業務を実施し得る者は，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，他に契約の性質又は
目的が競争を許さないため（会計法第
29条の3第4項）。

1,922,400 1,922,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

15



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成30年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

31
「外務省ホームページ『条約データ検索』
のコンテンツ掲載・更新」業務委嘱

平成30年8月22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

本件業務を実施し得る者は，当該ホー
ムページの運用・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）。

1,219,838 1,219,838 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

32
「領事クラウドの保守付随作業（在外公館
開閉館の対応作業等）」業務委嘱

平成30年8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

2020001043507

本件作業が可能な者は，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）。

－ @54,000他 － H
システム
関係

7 領事局
単価契約
予定調達総額
1,323,000円

33
「『ロシアにおける日本年』（『極東帆船レ
ガッタ２０１８』関連行事への帆船『海王
丸』の派遣）」業務委嘱

平成30年8月27日
独立行政法人海技教
育機構

神奈川県横浜市中区北仲通
５－５７

6080005003150

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）。

3,955,950 3,955,950 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

34
「領事業務情報システム（旅券発給管理
システムの改修：新元号対応）」業務委
嘱

平成30年8月28日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件改修作業は，当該システムの開発
業者以外に実施し得る者がおらず，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

19,260,936 19,260,936 100.0% H
システム
関係

7 領事局

35
「アフリカ賢人会議コアグループ会合①に
関する会場借料及び同時通訳システム」
業務委嘱

平成30年8月30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

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，他の競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,734,728 1,734,728 100.0% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

36
「アフリカ賢人会議コアグループ会合②に
関する会場借料及び同時通訳システム」
業務委嘱

平成30年8月30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

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，他の競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,305,374 1,305,374 100.0% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

37
「総理の第４回当方経済フォーラム出席
に伴うチャーター機運航」業務委嘱

平成30年8月31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）。

27,000,000 27,000,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

38
エクアドル共和国大統領一行接遇（宿舎
等手配）

平成30年8月31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）。

2,604,080 2,604,080 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典

39
「領事業務情報システム（統合プラット
フォームのリプレース）」業務委嘱

平成30年9月5日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件サービスが可能な者は，現在実施
中である当該システム統合の実施業者
である本契約以外になく，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,517,294,592 1,517,294,592 100.0% H
システム
関係

7 領事局

40
「領事業務情報システム（統合プラット
フォームのリプレース：非互換対応）」業務
委嘱

平成30年9月5日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件サービスが可能な者は，現在実施
中である当該システム統合の実施業者
である本契約以外になく，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

110,985,552 110,985,552 100.0% H
システム
関係

7 領事局

41
「総理の米国訪問における同時通訳」業
務委嘱

平成30年9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）。

7,128,120 7,128,120 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局
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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30年7月1日～9月30日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

42
「在外公館及び本省課室の新設に伴う
ホームページ作成ツール設定変更作業」
業務委嘱

平成30年9月6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

本件作業については，当該ウェブ環境
を構築の上，運営保守も請け負ってい
る本契約の相手方以外に実施しえる者
がおらず，他に競争を許さないため（会
計法第29条の3第4項）。

2,840,400 2,840,400 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

43 「在席表示システム」の購入 平成30年9月10日
ユニバーサルコンピュー
ター株式会社

東京都千代田区有楽町１－
７－１

8120001091705

本件システム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）。

3,634,200 3,634,200 100.0% L 物品購入 1-5
在外公館
課

44
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回目）治療」業務委嘱

平成30年9月10日 釧路労災病院
北海道釧路市中園町１３－２
３

7020005008492

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）。

2,633,040 2,633,040 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

45
「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30年9月11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）。

14,685,262 14,685,262 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

46
「『Ｇ２０貿易・投資大臣会合』日英同時
通訳」業務委嘱

平成30年9月11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

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）。

2,155,100 2,155,100 100.0% A 通訳 4 経済局

47
「インマルサットGX型衛星通信装置の賃
貸借契約」業務委嘱

平成30年9月13日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会
社

東京都港区麻布台１－１１－
１０

3010401077583

本件貸借物品の提供が可能な者はGX
向けの包括免許を国内で取得した業者
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）。

3,145,095 3,145,095 100.0% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

48
「外交史料館所蔵史料等の脱酸性化処
理作業」業務委嘱

平成30年9月14日
株式会社プリザベーショ
ン・テクノロジーズ・ジャ
パン

埼玉県さいたま市中央区円
阿弥７－３－２３

9030001013221

本件作業の提供が可能な者は国際免
許を持つ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）。

1,194,286 1,194,286 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

49
「領事業務情報システム（第１期）の回線
等の提供・保守」業務委嘱

平成30年9月21日 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋１－９－１ 9010401052465

本件回線の保守業務は，当該回線を
提供する業者以外に実施し得るものが
無く，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

4,064,878 4,064,878 100.0% H
システム
関係

7 領事局

件数： 49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

2,152,022,475円
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