
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 125 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） 48 件

③　 指名競争方式 5 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 14 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 47 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10月1日～12月31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10月1日～12月31日）

1 「乗用自動車」の購入 平成30年10月10日 東京トヨペツト株式会社 東京都港区芝浦４－８－３ 8010401020720 4 16,614,504 13,335,069 80.2% L 物品購入 1-4 会計課

2

「地域の魅力海外発信支援事業
（モスクワ）及び『ロシアにおける
日本年』（日本文化に関するパ
フォーマンス）の実施」業務委嘱

平成30年10月17日 株式会社博報堂 東京都港区赤坂５－３－１ 8010401024011 3 38,447,344 37,631,000 97.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

3
「地域の魅力海外発信支援事業
（中国）の実施」業務委嘱

平成30年10月29日 株式会社博報堂 東京都港区赤坂５－３－１ 8010401024011 2 33,826,638 33,010,000 97.5% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

4
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置」の購入

平成30年11月22日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 3 83,126,520 47,306,160 56.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

5
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置に係る通信回線使用
契約」業務委嘱

平成30年11月22日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 3 - @5,680他 - R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

単価契約
予定調達総額
2,530,715円

6

「２０１９年Ｇ２０大阪サミットにお
ける国際放送センター内マス
ター・コントロール・ルーム用設
備委託業務」業務委嘱

平成30年11月30日 株式会社エキスプレス 大阪府箕面市船場東１－１５－３１ 4120901020254 1 37,615,204 20,390,400 54.2% D
事業実施・
会議運営

4 経済局
低入札価格調査実
施済

7
「『領事業務情報システム』に関
するコンサルティング」業務委嘱

平成30年12月12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 3 62,352,479 19,440,000 31.1% H
システム
関係

7 領事局
低入札価格調査実
施済

8

「『統合Ｗｅｂ環境』（データセン
ター，ハードウェア及びソフトウェ
ア，アプリケーション開発・移行）
構築・運用・セキュリティ監視・保
守（構築作業）」業務委嘱

平成30年12月18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 1 634,804,704 540,000,000 85.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

9 「緊急備蓄品」の購入 平成30年12月28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 1 26,844,280 16,502,400 61.4% L 物品購入 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

　　　　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

727,615,029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10月1日～12月31日）

1
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣業務」業務委嘱〔Bグルー
プ〕

平成30年10月1日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 6011101054143 1 47,057,265 31,854,600 67.6% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

2
「 在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣業務」業務委嘱〔Aグルー
プ〕

平成30年10月1日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 6011101054143 1 43,439,555 27,991,656 64.4% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

3
「ＯＤＡ評価ワークショップ開催」業
務委嘱

平成30年10月2日 株式会社レオズ・インターナショナル 東京都千代田区内幸町１－１－１ 3010001083164 1 9,804,529 7,502,221 76.5% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

4
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

平成30年10月2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 4,102,615 3,845,242 93.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

5
「四島専門家交流受入（歴史文化
専門家）」業務委嘱

平成30年10月3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 3,230,370 3,022,489 93.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

6
「中国有識者招へいに係る接遇
等」業務委嘱

平成30年10月2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 5 3,201,031 2,546,630 79.5% C
招聘・賓客

接遇
10

アジア大
洋州局

7

「外務省外交史料館と鹿児島県
歴史資料センター黎明館の連携
展示会開催に係る展示史料の輸
送等」業務委嘱

平成30年10月2日 カトーレック株式会社 東京都江東区枝川２－８－７ 3010601029525 2 1,083,465 1,042,351 96.2% V 配送 1-8
その他大
臣官房

8
「『核軍縮の実質的な進展のため
の賢人会議』開催に係る会議運
営・招へい」業務委嘱

平成30年10月4日 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋１－１９－１ 1010401023408 1 19,763,095 13,326,447 67.4% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

9 「Ｗｉ-Ｆｉ環境用機器等」の購入 平成30年10月19日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 1 12,964,806 6,747,840 52.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

10

「強制失踪からのすべての者の保
護に関する国際条約第１回日本
政府報告審査における同時通訳
業務及び右に付随する関連業
務」業務委嘱

平成30年10月19日 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 東京都港区港南１－８－４０ 2010001139553 2 3,745,200 3,456,000 92.2% A 通訳 2
総合外交
政策局

11
「平成２８年版条約集の編集及び
印刷・製本」業務委嘱

平成30年10月22日 株式会社白峰社 東京都豊島区東池袋５－４９－６ 8013301010080 4 13,128,858 7,764,228 59.1% P 印刷・製本 6 国際法局 低入札価格調査実施済

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）

12
「麻布台別館地下１階事務室改修
工事」業務委嘱

平成30年10月23日 株式会社翔榮建設
神奈川県川崎市宮前区野川２５９１－
１３

3020001082173 3 5,535,000 4,806,000 86.8% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

13 「世論調査」業務委嘱 平成30年10月23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 1 1,636,967 1,620,000 98.9% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

14
「『北朝鮮による日本人拉致問題』
の翻訳及び印刷・製本等」業務委
嘱

平成30年10月31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 5 2,891,160 1,224,720 42.3% P 印刷・製本 10
アジア大
洋州局

15
｢タンザニア及びパラオにおける
草の根文化無償候補案件の事前
調査｣業務委嘱

平成30年11月2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 19,063,240 15,051,307 78.9% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

16
「国連ＰＫＯ女性保護アドバイ
ザー・パイロット訓練コースの開催
に係るコース運営」業務委嘱

平成30年11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 2 4,840,000 3,585,960 74.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

17
「在加日系人リーダー招へいプロ
グラムに係る業務」業務委嘱

平成30年11月2日 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋１－１９－１ 1010401023408 3 3,004,556 2,466,087 82.0% C
招聘・賓客

接遇
11 北米局

18
「『外務省会計法規集』製作」業務
委嘱

平成30年11月5日 株式会社ぎょうせい 東京都江東区新木場１-１８-１１ 1010001100425 2 7,361,280 6,253,200 84.9% P 印刷・製本 1-4 会計課

19 「特殊撮影等」業務委嘱 平成30年11月6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 1,951,553 1,645,401 84.3% J
その他業
務委嘱

7 領事局

20
「パレスチナＩＣＴコンペ受賞者招
へい事業に係る業務」業務委嘱

平成30年11月12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 3,984,431 3,312,548 83.1% C
招聘・賓客

接遇
14

中東アフリ
カ局

21
「研修所別館自家発電機設備整
備工事」業務委嘱

平成30年11月15日 日本メックス株式会社 東京都中央区入船３－６－３ 6010001062545 1 47,768,400 42,984,000 89.9% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査実施済

22
「外務省本省構内監視カメラ設備
更新工事」業務委嘱

平成30年11月15日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 3010401016070 2 25,826,040 19,440,000 75.2% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査実施済
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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）

23
「第１回Ｇ２０シェルパ会合開催に
係る会議運営」業務委嘱

平成30年11月15日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 4 49,362,464 16,183,567 32.7% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

24
「平成３０年度『日インドネシア経
済連携協定第１０回合同委員会』
開催」業務委嘱

平成30年11月15日 株式会社東京ベイホテルズ 東京都渋谷区代々木２－１０－１２ 7011001037610 1 12,927,860 11,283,744 87.2% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は財務省，農林水
産省，経済産業省との共
同事業であり，契約金額
は11,283,744円（内，外
務省負担額は2,835,936
円）

25
「『Ｔ２０キックオフ会合』開催に係
る会議運営・設営」業務委嘱

平成30年11月15日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 4 10,056,827 4,300,188 42.7% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

26 「短距離無線機」の購入 平成30年11月20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 2,436,598 1,350,000 55.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

27
「在外における不動産市場価格等
報告書作成」業務委嘱

平成30年11月20日 ＵＤアセットバリュエーション株式会社
大阪府大阪市中央区安堂寺町１－３
－６

5120001201019 2 1,023,300 945,000 92.3% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

28 「外交行のう用外袋」の購入 平成30年11月21日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１－１５－７ 5010001041293 2 8,748,000 7,306,200 83.5% K 物品製造 1-3
情報通信
課

29
「外務本省非常用自家発電機設
備整備」業務委嘱

平成30年11月22日 株式会社明電エンジニアリング 東京都品川区大崎３－７－９ 1010701028239 2 141,747,838 114,480,000 80.7% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査実施済

30
「平成３０年度『日フィリピン経済
連携協定第８回合同委員会及び
小委員会』開催」業務委嘱

平成30年11月22日
株式会社プリンスホテル　グランドプ
リンスホテル新高輪

東京都港区高輪３－１３－１ 5013301022046 1 14,787,900 14,352,672 97.0% 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14,352,672（内，外務
省負担額は3,603,168
円）。

31
「飯倉別館直流電源装置更新工
事」業務委嘱

平成30年11月26日 株式会社ホマレ電池
東京都千代田区神田佐久間町３－２
１

4010001029158 4 17,027,999 8,964,000 52.6% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査実施済

32
「平成３０年度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30年11月26日 株式会社マックスパート 東京都千代田区丸の内１－６－５ 8010001069555 1 1,523,000 1,439,100 94.4% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
1-8

その他大
臣官房

33
「Ｂｌｕ－ｒａｙディスクドライブ等」の
購入

平成30年11月27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 8,191,800 6,298,560 76.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

5



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成30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）

34
「『外務省関係法令集（平成３０年
版）』の印刷・製本及び編集・校正
業務」業務委嘱

平成30年11月28日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１－１１－３ 1011701012208 3 10,842,044 9,666,000 89.1% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

35

「在エジプト日本国大使館新事務
所整備等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30年12月3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 1,236,384 1,069,200 86.4% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

36
「『Ｇ２０腐敗対策作業部会会合』
に係る業務」業務委嘱

平成30年12月5日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 1 20,560,612 20,301,192 98.7% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

37
「『２０１９年Ｇ２０開発作業部会会
合』開催会場手配」業務委嘱

平成30年12月5日 株式会社プリンスホテル 東京都港区高輪３－１３－１ 5013301022046 1 20,807,895 19,366,898 93.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

38
「自動テキスト化サービスの業務
利用に対する評価支援業務」業
務委嘱

平成30年12月10日 エス・アンド・アイ株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町３０－１ 5010001065771 1 2,597,940 2,431,080 93.5% H
システム

関係
1-1

官房総務
課

39
「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12月20日 株式会社オレンジライン
埼玉県さいたま市浦和区岸町４－１８
－８

6030001001484 3 1,303,880 1,015,200 77.8% V 配送 1-8
その他大
臣官房

40
「『２０１９年Ｇ２０開発作業部会会
合』に係る運営」業務委嘱

平成30年12月21日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 4010601042469 2 4,100,755 2,150,944 52.4% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

41 「文化啓発用品」の購入 平成30年12月25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 2 12,020,400 10,173,690 84.6% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

42

「児童の権利に関する条約日本
政府報告審査における同時通訳
業務及び右に付随する関連業
務」業務委嘱

平成30年12月26日 NOVAホールディングス株式会社 東京都港区港南１－８－４０ 2010001139553 2 3,755,920 3,372,300 89.7% A 通訳 2
総合外交
政策局

43
「ネットワークフォレンジック機器」
の購入

平成30年12月27日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 1 6,696,000 5,646,240 84.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

44
「ＡＳＥＡＮ地域フォーラム専門家・
賢人会議開催に係る会場等提供
業務」業務委嘱

平成30年12月27日 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 千葉県浦安市舞浜１－８ 9040001029976 1 4,485,635 4,148,268 92.4% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

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）

45
「『日本外交文書』の電子データ原
稿作成」業務委嘱

平成30年12月27日 福田事務所 東京都港区芝浦３－１２－５ 法人番号なし 4 1,404,000 1,003,860 71.5% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

46
「『中東における暴力的過激主義
対策に関する対話』訪日招へい業
務」業務委嘱

平成30年12月28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 6,966,707 6,188,974 88.8% C
招聘・賓客

接遇
14

中東アフリ
カ局

47
「在日米軍オリエンテーション・プ
ログラム開催関連業務」業務委嘱

平成30年12月28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 5,291,233 4,713,774 89.0% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

48
「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12月28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 1 4,765,901 4,115,988 86.3% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

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

493,755,566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10月1日～12月31日）

1

「外務大臣政務官主催アジア・ア
フリカ法律諮問委員会年次総会
記念レセプションケータリング
サービス」業務委嘱

平成30年10月1日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 5010001008821 2 2,395,764 2,149,200 89.7% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

6 国際法局

2
「外務大臣のＰＮＧ・ＡＰＥＣ閣僚
会議出席に伴うチャーター機運
航」業務委嘱

平成30年10月23日 双日株式会社 東京都千代田区内幸町２－１－１ 5010401049977 3 29,547,273 28,511,853 96.4% U 輸送 4 経済局

3
「外務大臣夫妻主催天皇誕生日
祝賀レセプションにおけるケータ
リングサービス」業務委嘱

平成30年10月29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 4,798,440 3,253,284 67.7% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典

4
「『Ｔ２０キックオフ会合』に係る外
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11月13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 1 2,267,028 1,825,200 80.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

2
総合外交
政策局

5
「会議室Wi-Fi用インターネット回
線」の購入

平成30年12月12日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 9011101031552 2 1,386,425 413,360 29.8% R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

件数： 5件

契約金額：

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

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

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

　　　　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

36,152,897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）

④ 企画競争に基づく随意契約方式 （契約期間　平成30年10月1日～12月31日）
備考２
応募者数

1
「日本情報発信ウェブサイト
『Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎ』内サブサイト
のコンテンツ制作」業務委嘱

平成30年10月2日 株式会社共同通信社
東京都港区東新橋１
－７－１

9010401008260
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）。

14,500,000 14,416,920 99.4% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

8

2

「『内外発信のための多層的
ネットワーク構築事業』日・中
南米有識者対話開催等に関
わる業務」業務委嘱

平成30年10月4日
一般社団法人ラテンアメリカ協
会

東京都千代田区内幸
町２－２－３

5010405005563
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）。

2,090,340 2,088,190 99.8% S
（目）委託
費

12 中南米局 1

3
「外務省一般職採用広報動画
の制作」業務委嘱

平成30年10月9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）。

1,515,000 1,449,360 95.6% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-2 人事課 7

4

「外務省ホームページ（日本語
版）『キッズ外務省』内Ｆｌａｓｈコ
ンテンツ『外務省の仕事』の最
適化改修」業務委嘱

平成30年10月26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
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）。

1,666,000 1,663,200 99.8% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

3

5
「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30年10月30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）。

11,000,000 10,951,200 99.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

4

6

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築に係るプラッ
トフォームの制作及び一部コ
ンテンツの提供」業務委嘱

平成30年11月6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）。

8,964,000 8,963,935 99.9% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

3

7
「日豪草の根平和交流（第二
次）」業務委嘱

平成30年11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）。

5,798,000 5,797,034 99.9% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

2

8
「日本と世界の食糧安全保障
パンフレット作成」業務委嘱

平成30年11月26日 株式会社少年写真新聞社
東京都千代田区九段
南４－７－１６

6010001018927
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）。

1,750,000 1,628,640 93.0% P
印刷・製
本

4 経済局 5

9
「地方創生支援　飯倉公館活
用対外発信支援事業（第１５
回）」業務委嘱

平成30年11月29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 7,973,380 99.6% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房

1

10

「『ロシアにおける日本年』舞
台行事（沖縄伝統芸能舞台公
演及び空手演武）業務」業務
委嘱

平成30年11月30日
一般社団法人エーシーオー沖
縄

沖縄県那覇市首里汀
良町３－８２－５

6360005004483
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）。

59,652,248 42,334,486 70.9% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局 2

11
「２０１９年Ｇ２０大阪サミットに
おける主要施設等の設営・運
営に係る業務」業務委嘱

平成30年12月5日 株式会社電通
東京都港区東新橋１
－８－１

4010401048922
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）。

938,283,000 877,727,485 93.5% D
事業実
施・会議
運営

4 経済局 1

12
「誘拐・被害者家族支援研修」
業務委嘱

平成30年12月5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）。

- @164,160 - Y 研修 7 領事局
単価契約
予定調達総額
4,924,800円

3

13
「オンライン英語研修」業務委
嘱

平成30年12月10日
株式会社シェーンコーポレー
ション

東京都千代田区富士
見２－１１－３

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）。

- @84,240 - Y 研修 9 研修所
単価契約
予定調達総額
4,296,240円

1

14
「ウェブアクセシビリティ改善支
援業務」業務委嘱

平成30年12月14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）。

6,000,000 5,994,006 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

1

件数： 14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

980,987,836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）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　平成30年10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1
「北方四島住民招へい事業
（一般：富山県）に係る業務」
業務委嘱

平成30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）。

21,700,914 21,700,914 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局 1

2

「２０１９年Ｇ２０大阪サミット
における国際放送センター
（ＩＢＣ）の設置・運営」業務委
嘱

平成30年11月6日 日本放送協会
東京都渋谷区神南２
－２－１

8011005000968

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）。

53,806,092 53,806,092 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局 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

75,507,006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 （契約期間　平成30年10月1日～12月31日）

1
「中国における遺棄化学兵器に関する
現地調査支援」業務委嘱

平成30年10月1日
中華人民共和国外交
部

中華人民共和国北京市朝陽
門南大街２

－

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）。

243,493,040 243,493,040 100.0% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

2
「人事給与関係業務システム用電子交
付システムの構築」業務委嘱

平成30年10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

本件改修業務の実施が可能な者は，
同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）。

34,563,453 34,563,453 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

3
「文書保管用書庫（在外公館用）」の購
入

平成30年10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

本件物品の提供が可能な者は，製造
業者より当物品の販売に関する委任
を受けた本契約の相手方の他になく，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

1,632,960 1,632,960 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

4
タジキスタン大統領一行接遇（宿舎等手
配）

平成30年10月3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）。

1,023,280 1,023,280 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

5
「総理大臣のＡＳＥＭ首脳会合出席にお
ける同時通訳」業務委嘱

平成30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）。

4,230,000 4,230,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

6
「『在外公館施設の法定点検及び長期
修繕計画遂行業務』実施に向けた実施
マニュアル作成」業務委嘱

平成30年10月9日
日建設計コンストラク
ション・マネジメント株
式会社

東京都文京区後楽１－４－２
７

6010001099364

本件業務を実施できるのは，本業務に
関連する「長期修繕計画策定等調査」
に係る事前調査マニュアル作成業務
を受託した本契約の相手方の他にな
く，他に競争を許さないため（会計法第
29条の3第4項）。

21,280,462 19,619,107 92.1% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

7
「管理者評価集計システムの改修（改
元，Oracleバージョンアップ等）」業務委
嘱

平成30年10月11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

本件業務である改修作業が可能な者
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）。

3,990,600 3,990,600 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

8
「外国公館等情報システム」のプログラ
ム改修（国際観光旅客税）」業務委嘱

平成30年10月19日
アクシオへリックス株式
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）。

3,969,000 3,969,000 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

9 インド首相一行接遇（宿舎等手配） 平成30年10月19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）。

1,787,300 1,787,300 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

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

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
「日中首脳会談及び共同記者発表に際
する同時通訳」業務委嘱

平成30年10月19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）。

1,308,000 1,308,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

11
「文化無償資金協力フォローアップ事業
『ボスニア・ヘルツェゴビナ公文書館文書
保存機材整備計画』」業務委嘱

平成30年10月24日 株式会社ムサシ
東京都中央区銀座８－２０－
３６

6010001058667

本件修理対象機材の一部は既にメー
カー側が部品供給を停止していること
もあり，世界各国で同種の機材を設置
し，メンテナンスを行ってきた同者以外
は代替部品調達も困難であり修理は
不可能なことから，他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

5,236,710 5,236,710 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

12
「『世界津波の日高校生サミットｉｎ和歌
山』における政務官主催レセプション」業
務委嘱

平成30年10月24日
ダイワロイヤル株式会
社

東京都千代田区飯田橋２－
１８－２

6010001132637

本件業務を履行できるのは，立地条
件，格式，規模の観点から，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）。

2,305,260 2,305,260 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

13
「ＡＳＥＡＮ関連首脳会議等における同時
通訳」業務委嘱

平成30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）。

7,822,000 7,822,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

14
「Ｇ２０ブエノスアイレス・サミットにおける
同時通訳」業務委嘱

平成30年10月29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）。

5,478,000 5,478,000 100.0% A 通訳 4 経済局

15
「業務系共通プラットフォーム管理者評
価集計システムＤＢサーバ再構築のた
めの環境構築等」業務委嘱

平成30年10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

本件改修業務の実施が可能な者は，
当該システムを構築した業者である本
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）。

2,766,204 2,766,204 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

16 マレーシア首相一行接遇（宿舎等手配） 平成30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

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）。

1,080,800 1,080,800 100.0% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

17
「業務系共通プラットフォーム『次期会議
室予約システム』の環境構築等」業務委
嘱

平成30年11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

本件業務の実施が可能な者は，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）。

1,889,136 1,889,136 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

18
「ボストンキャリアフォーラムへの参加・
出展に係る業務」業務委嘱

平成30年11月2日 株式会社ディスコ 東京都文京区後楽２－５－１ 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）。

2,572,928 2,572,928 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

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30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

19
「総理大臣の豪州訪問に際して行われ
る内外記者会見機材の航空輸送」業務
委嘱

平成30年11月2日 株式会社ＯＣＳ
東京都江東区辰巳３－９－２
７

5010401006994

政府専用機による輸送を想定していた
が，専用機のフライト時間が変更とな
り事前に輸送しなければ記者会見に
間に合わなくなることが判明したため，
緊急見積もり合わせを行った結果，最
も廉価であった同者を選定し，他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

1,794,539 1,794,539 100.0% V 配送 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

20
「領事業務情報システム（領事査証支援
システム）の改修」業務委嘱

平成30年11月5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しえる者は，当該
システム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）。

1,262,520 1,262,520 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

21
ブルキナファソ大統領一行接遇（宿舎等
手配）

平成30年11月7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）。

4,906,710 4,906,710 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

22 ヨルダン国王一行接遇（宿舎等手配） 平成30年11月9日
マンダリン・オリエンタ
ル東京株式会社

東京都中央区日本橋室町２
－１－１

5010001090984

賓客政府側の希望を踏まえ，警備，立
地条件，受入体制などを総合的に判
断して最適であり他に競争を許さない
ため（会計法第29条の3第4項）。

3,183,990 3,183,990 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

23
「平成３１年度一般会計予算書等」の購
入

平成30年11月15日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－２－５ 6010405003434

予算書関係印刷物は本契約の相手方
のみが作成・販売しており，他に競争
を許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,799,703 1,799,703 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

24
「海外安全ホームページシステム保守作
業」業務委嘱

平成30年11月19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）。

- @6,750他 - H
システム
関係

7 領事局
単価契約
予定調達総額
1,845,000円

25
「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に伴う非互換対
応：査証事務支援システム）」業務委嘱

平成30年11月21日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

7010401006126

本件改修業務は，当該システムの開
発業者以外に実施し得る者がなく，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

179,582,400 179,582,400 100.0% H
システム
関係

7 領事局

26
「大臣官房総務課記録書庫電動書架の
保守点検業務」業務委嘱

平成30年11月21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

本件保守業務が可能な者は，納入業
者から指定を受けている本契約の相
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）。

2,404,080 2,404,080 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

27
「日本事情発信ウェブサイト「Ｗｅｂ-Ｊａｐ
ａｎ」用ＣＭＳテンプレート作成対応」業務
委嘱

平成30年11月21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

本件業務は，当該サイト基盤の運用
保守業者である本契約の相手方以外
に実施できるものがなく，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,490,400 1,490,400 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

28
「総理大臣のＧ２０ブエノスアイレス・サ
ミット出席等における日西同時通訳」業
務委嘱

平成30年11月22日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区銀座７－１６－
１２

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）。

3,813,360 3,813,360 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織
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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

29
「ロンドン大学教授の訪日に係る航空券
手配」業務委嘱

平成30年11月27日
株式会社阪急阪神ビジ
ネストラベル

東京都港区芝浦３－９－１ 4120001126778

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）。

1,494,710 1,494,710 100.0% J
その他業
務委嘱

6 国際法局

30
「『第１６回日加安保シンポジウム』開催
に係る業務」業務委嘱

平成30年11月29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

入札の結果不調となったが，再度入札
を行う時間的余裕がなく，同種業務の
請負実績のあ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）

2,211,640 1,873,663 84.7% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

31
「ガーナ大統領訪日に係る警備」業務委
嘱

平成30年11月30日 テイケイ株式会社
東京都新宿区歌舞伎町１－
１－１６

4011101013398

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）。

1,179,360 1,179,360 100.0% J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

32
「安全状況等確認システムの運用・訓
練」業務委嘱

平成30年11月30日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１－１

2020001043507

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの構築業者である本契
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）。

- @8,100他 - H
システム
関係

7 領事局
単価契約
予定調達総額
3,783,672円

33
「『中央アジア＋日本』対話・外相会合及
び共同記者会見におけるロシア語通訳」
業務委嘱

平成30年12月3日
株式会社コングレ・グ
ローバルコミュニケー
ションズ

東京都千代田区麹町５－１ 4010401099016

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）。

5,078,370 5,078,370 100.0% A 通訳 13 欧州局

34
「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に伴う領事クラウド
非互換対応）」業務委嘱

平成30年12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，
領事クラウドの設計・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）。

33,858,000 33,858,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

35
「ザンビア大統領一行の訪日に係る宿舎
等の提供業務」業務委嘱

平成30年12月6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，受入れ体制などを総合的に
判断して最適であり他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

3,019,350 3,019,350 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

36
「人事給与関係業務システム『新人事シ
ステム』の機能改修業務」業務委嘱

平成30年12月7日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

7010001008844

本件改修業務を実施しえる者は，当該
システム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）。

8,036,236 8,036,236 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

37
「日・シンガポール・シンポジウム日本側
事務局業務」業務委嘱

平成30年12月7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）。

3,850,976 3,850,976 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

38
「領事業務情報システム（旧『領事関連
データ管理システム』用サーバ機器停止
対応）」業務委嘱

平成30年12月10日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1020001071491

本件サービスを提供できる業者は，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）。

7,805,808 7,805,808 100.0% H
システム
関係

7 領事局

39
「開発協力広報コンテンツ『鷹の爪団の
行け！ODA マン』新作動画の制作」業
務委嘱

平成30年12月11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）。

5,108,400 5,108,400 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
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

40
「領事業務情報システム（旅券事務所等
ネットワーク接続ＳＨＡ－２対応作業）」業
務委嘱

平成30年12月12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，
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）。

4,174,156 4,174,156 100.0% H
システム
関係

7 領事局

41
「在外経理システムにおける新設在外公
館対応作業」業務委嘱

平成30年12月12日
エヌ・ティ・ティ・コム
ウェア株式会社

東京都港区港南１－９－１ 4010401032249

本件設定作業を実施しえる者は，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）。

1,154,250 1,154,250 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

42
「在ペルー日本国大使館新営工事に係
る第１回設計変更及び工事契約変更協
力」業務委嘱

平成30年12月18日 株式会社大建設計
大阪府大阪市西区京町堀１
－１３－２０

7120001044853

本件業務を実施できるのは，当該新
営工事の設計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）。

8,302,694 8,302,694 100.0% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

43 「IC旅券作成機（国内）保守」業務委嘱 平成30年12月25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

当該機器の保守業務は，当該機器の
提供業者であ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）。

60,549,120 60,549,120 100.0% H
システム
関係

7 領事局

44
「IC旅券作成機の賃貸借（再リース）」業
務委嘱

平成30年12月25日

①東芝インフラシステ
ムズ株式会社
②ＩＢＪＬ東芝リース株
式会社

①神奈川県川崎市幸区堀川
町７２－３４
②東京都港区虎ノ門１－２－
６

①2011101014084
②4010701026198

当該機器は今後も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
て割安であり，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）。

8,298,936 8,298,936 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

45
「ルワンダ大統領一行の訪日に係る宿
舎等の提供業務」業務委嘱

平成30年12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）。

2,556,360 2,556,360 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

46
「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・保守業務」業
務委嘱

平成30年12月27日
①富士通株式会社
②東京センチュリー株
式会社

①東京都港区東新橋１－５
－２
②東京都千代田区神田練塀
町３

①1020001071491
②6010401015821

当該機器は今後も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
て業務効率・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）。

6,785,830 6,785,830 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

47
「領事業務情報システム（在外NASオフ
ラインパッチ適用対応作業）」業務委嘱

平成30年12月27日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

7010401006126

本件改修業務の実施が可能な者は当
該システムの保守業者以外になく，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

3,871,800 3,871,800 100.0% H
システム
関係

7 領事局

件数： 47件

契約金額：

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

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

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

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

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

712,003,499円
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