
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 152 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 8 件

②　 一般競争方式（①以外） 52 件

③　 指名競争方式 1 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 24 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 3 件

⑥　 その他の随意契約方式 64 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　令和元年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　令和元年7月1日～9月30日）

1

「即位の礼における携帯電話及
び無線システム（スマートフォン
トランシーバー）等の供給」業務
委嘱

令和1年7月19日 株式会社日本デジコム 東京都中央区入船２丁目３番７号 7010001063732 1 42,314,400 42,314,400 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

2
「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

令和1年7月19日 株式会社サン・フレア 東京都新宿区四谷４丁目７番地 7011101024574 3 15,889,500 5,399,830 33.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3
「無線システム等の賃貸借」業
務委嘱

令和1年7月22日
①山梨中銀リース株式会社
②株式会社ゼック

①山梨県甲府市武田２丁目９番４号
②東京都杉並区下井草５丁目１９番１５
号

①6090001002279
②2011301003787

1 15,755,040 14,155,560 89.8% M 賃貸借 1-5
在外公館
課

三者契約

4
「『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

令和1年7月26日 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区大手町１丁目９番２号 4010001054032 2 243,654,439 239,652,000 98.3% H
システム
関係

7 領事局

5 「緊急備蓄品」の購入 令和1年8月28日 株式会社グリーンケミー 東京都八王子市暁町１丁目４０番１号 6010901027960 2 27,970,876 17,236,800 61.6% L 物品購入 1-5
在外公館
課

6
「Windows10アップグレードライセ
ンス」の購入

令和1年9月4日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１丁目８番１号 9011101031552 1 24,185,145 20,347,755 84.1% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

7

「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

令和1年9月11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番地３ 1011101007287 3 － @864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
17,217,360円

8
「乗用自動車の交換購入」業務
委嘱

令和1年9月18日 トヨタモビリティ東京株式会社 東京都港区芝浦４丁目８番３号 5010401042032 1 16,874,812 15,227,160 90.2% L 物品購入 1-4 会計課

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

　　　　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

354,333,505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　令和元年7月1日～9月30日）

1
「『核軍縮の実質的な進展のため
の賢人会議』開催に係る事務局
運営」業務委嘱

令和1年7月1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丁目８番１
号

2010005018803 1 6,434,082 5,508,250 85.6% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

2

「マンスフィールド研修計画（日米
行政官交流計画）における第２４
期研修員の日本語研修」業務委
嘱

令和1年7月1日 株式会社ウィー 東京都渋谷区神南１丁目２２番８号 9011001032080 3 3,765,555 2,014,956 53.5% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

3
「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〕

令和1年7月2日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４番地 6011101054143 1 41,198,557 38,744,700 94.0% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

4
「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〕

令和1年7月2日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３丁目５番８号 1010405000915 2 42,573,633 28,811,160 67.6% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

5
「ブルーレイディスクドライブ」の購
入

令和1年7月8日 株式会社エンターオン
東京都千代田区外神田５丁目２番７
号

1010501030923 6 14,666,400 9,828,000 67.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

6
「対ロシア技術支援日本センター
事業日本語講座支援」業務委嘱

令和1年7月10日 学校法人大原学園
東京都千代田区西神田１丁目２番１０
号

3010005002310 2 1,678,287 1,598,400 95.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

7
「ジャパン・ハウス　ウェブサイト掲
載コンテンツの翻訳」業務委嘱

令和1年7月10日 株式会社フランシール 東京都豊島区目白４丁目１９番２７号 9013301030086 2 － @16.2他 － A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約
予定調達総額
3,645,000円

8
「第7回アフリカ開発会議(TICAD7)
開催30日前事前広報（駅貼りポス
ター及び電車広告等）」業務委嘱

令和1年7月17日 株式会社ニューアド社
東京都杉並区阿佐ヶ谷南１丁目１１番
１号

1011301005280 4 5,394,600 3,911,942 72.5% Q
広報（テレ
ビ・広報

誌）
14

中東アフリ
カ局

9
「第7回アフリカ開発会議(TICAD7)
に係るネットワーク機器等のレン
タル及び保守」業務委嘱

令和1年7月19日 株式会社リコー 東京都港区芝浦３丁目４番１号 2010801012579 1 4,426,596 2,663,820 60.1% H
システム

関係
14

中東アフリ
カ局

10 「乗用自動車交換購入」業務委嘱 令和1年7月22日 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２丁目１番１号 6010401027577 2 7,647,480 6,162,694 80.5% L 物品購入 1-4 会計課

11
「ODA評価『フィリピン国別評価』
調査」業務委嘱

令和1年7月23日 ＮＴＣインターナショナル株式会社 東京都江東区亀戸1丁目４２番２０号 1011101012790 3 20,266,513 19,234,696 94.9% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

12
「ODA評価『日本NGO連携無償資
金協力の評価』調査」業務委嘱

令和1年7月26日 株式会社国際開発センター 東京都港区港南１丁目６番４１号 2010701024476 5 21,357,501 14,018,400 65.6% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

13
「ODA評価『女性のエンパワーメ
ント推進に係るODAの評価』調
査」業務委嘱

令和1年7月26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丁目２番地 9011101024804 4 20,398,640 13,126,320 64.3% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

14
「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第４回）（札幌受入れ支
援）」業務委嘱

令和1年7月26日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６丁目
８番地

5430001013168 2 3,552,912 2,603,478 73.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

15
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

令和1年7月29日 イディオリンク株式会社
東京都千代田区永田町１丁目１１番２
８号

8010001111440 3 4,336,195 3,672,780 84.7% Y 研修 1-5
在外公館
課

16 「オイルタンク燃料」の購入 令和1年7月31日 有限会社小柳ルブサービス 埼玉県八潮市大字垳３６９番地２ 4030002050557 3 9,734,040 8,763,228 90.0% L 物品購入 1-4 会計課

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 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　令和元年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）

17
「外務本省車庫棟倉庫移転」業務
委嘱

令和1年8月1日 安田倉庫株式会社 東京都港区海岸３丁目３番８号 6010401029771 4 7,097,612 4,870,800 68.6% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

18
「在外公館配備用規格食器（漆
器）製作・納入」業務委嘱

令和1年8月1日 武藤株式会社
東京都中央区日本橋本町１丁目８番
１３号

4010001058603 2 - @41,511他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
2,895,651円

19
「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

令和1年8月1日 カガミクリスタル株式会社 茨城県龍ケ崎市向陽台４丁目５番地 2050001025188 1 - @8,800他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
2,510,244円

20
「即位の礼における国際メディア
センター（IMC)設営及び運営」業
務委嘱

令和1年8月2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丁目４番２
号

2010001033161 6 159,083,052 120,311,953 75.6% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

21
「在外公館配備用規格食器（銀
器）製作・納入」業務委嘱

令和1年8月6日 株式会社百夢 東京都台東区柳橋１丁目１５番２号 2010501020171 1 - @145,400他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
4,054,050円

22

「親日派・知日派予備軍育成のた
めの在日米軍子女への日本語補
習教育事業（サリバンズ・エレメン
タリースクール）」業務委嘱

令和1年8月8日 株式会社ＳＥＬＣ
神奈川県逗子市山の根２丁目１１番１
号

7021001047229 2 11,125,681 2,821,824 25.3% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

23

「親日派・知日派予備軍育成のた
めの在日米軍子女への日本語補
習教育事業（池子エレメンタリー
スクール）」業務委嘱

令和1年8月8日 株式会社ＳＥＬＣ
神奈川県逗子市山の根２丁目１１番１
号

7021001047229 3 3,680,499 918,216 24.9% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

24
「在外公館執務参考用図書」の購
入

令和1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丁目１
番地

7010001016830 1 6,540,834 6,009,999 91.9% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

25
「日・OSCE共催会議開催」業務委
嘱

令和1年8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丁目１９番３号 2010401005495 1 3,421,984 2,393,472 69.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

26
「在外公館施設におけるエンジニ
ア派遣業務〔工事監理型〕」業務
委嘱

令和1年8月14日 一般社団法人日本外交協会 東京都港区芝公園３丁目５番８号 1010405000915 2 15,517,497 10,974,344 70.7% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

27
「『外国人の受入れと社会統合の
ための国際フォーラム』に係る開
催」業務委託

令和1年8月14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丁目１１－２ 7011001106209 2 3,956,466 2,555,284 64.5% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

28
「海外安全広報資料『海外安全
虎の巻』の印刷・発送」業務委嘱

令和1年8月23日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 5010001067883 2 6,476,800 5,444,560 84.0% P 印刷・製本 7 領事局

29
「即位の礼にかかるネットワーク
機器等のレンタル及び保守」業務
委嘱

令和1年8月27日 株式会社リコー 東京都港区芝浦３丁目４番１号 2010801012579 1 2,832,775 2,832,775 100.0% H
システム

関係
1-8

その他大
臣官房

30
「即位の礼にかかるプリンタのレ
ンタル及び保守」業務委嘱

令和1年8月27日 株式会社リコー 東京都港区芝浦３丁目４番１号 2010801012579 1 2,550,350 2,546,830 99.8% H
システム

関係
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　令和元年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）

31
「『国会提出予定条約テキスト』の
印刷・製本」業務委嘱

令和1年8月27日 株式会社ハップ 東京都江戸川区松江１丁目１１番３号 1011701012208 3 - @11他 - P 印刷・製本 6 国際法局
単価契約
予定調達総額
3,253,448円

32
「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

令和1年8月28日 Ｍ＆Ｉアート株式会社 東京都港区赤坂１丁目１２番３２号 4010401002846 1 5,097,000 4,360,000 85.5% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

33
「マレーシア・イスラム学校教師招
へい事業」業務委嘱

令和1年8月29日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８番４号 2011001015918 3 7,723,096 6,354,448 82.2% C
招聘・賓客

接遇
2

総合外交
政策局

34
「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

令和1年9月2日 株式会社メディアアトリエ 東京都渋谷区渋谷３丁目１番１０号 1011001037079 2 5,840,013 4,863,648 83.2% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

35
「『次世代日系人指導者会議』に
係る招へい事業」業務委嘱

令和1年9月3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丁目１９番３号 2010401005495 2 10,911,594 8,634,294 79.1% C
招聘・賓客

接遇
12 中南米局

36

「北方四島住民支援事業（患者受
入れ：第５回）（札幌受入れ支援
業務）（北海道立子ども総合医
療・療育センター）」業務委嘱

令和1年9月3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丁
目１番１号

4430002038974 1 2,685,854 2,515,062 93.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

37
「即位の礼における各国・機関代
表等要人の接遇支援」業務委嘱

令和1年9月5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丁目３番１４号 6010701015843 1 2,365,214,858 2,363,057,415 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

38

「G20適応及び気候強靱性ワーク
プログラム関連会合及びアジア・
大洋州における気候変動と脆弱
性に関する国際会議の運営等」
業務委嘱

令和1年9月6日 株式会社オーエムシー 東京都新宿区四谷４丁目３４番地１ 9011101039249 2 37,018,960 29,611,098 79.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

39

「アジアアフリカ法律諮問委員会
（ＡＡＬＣＯ）国際法研修事業実施
にかかる運営及び宿舎・車両手
配等」業務委嘱

令和1年9月6日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１丁目５番２号 4010601042469 1 16,767,680 10,992,676 65.5% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

40

「ＯＤＡ評価『無償資金協力個別
案件（平成２５年度ペルーに対す
る次世代自動車ノンプロジェクト
無償資金協力）評価』調査」業務
委嘱

令和1年9月9日 有限責任あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町１番２号 3011105000996 4 10,007,512 6,701,497 66.9% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

41
「ODA評価『SATREPS（地球規模
課題対応国際科学技術協力プロ
グラム）評価』調査」業務委嘱

令和1年9月11日
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
グローバル

東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 2011001100372 2 19,768,255 12,328,350 62.3% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

42
「統合Web環境　Webコンテンツ管
理・運用」業務委嘱

令和1年9月13日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１
番地

2020001043507 1 10,274,275 9,292,800 90.4% H
システム

関係
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

43 「鉛蓄電池」の購入 令和1年9月13日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２番２号 6011101030094 1 2,329,800 2,112,000 90.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

44
「統合Web環境　Webコンテンツ管
理・運用」業務委嘱

令和1年9月13日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１
番地

2020001043507 1 － @3,355他 － H
システム

関係
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

単価契約
予定調達総額210,358
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　令和元年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）

45
「即位の礼における識別類の作
成及び発給」業務委嘱

令和1年9月17日 ランドマークプロダクツ株式会社
愛知県名古屋市中区新栄２丁目２番
１号

2180001041825 1 28,510,346 22,807,048 79.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

46
「本省・在外公館用シュレッダー」
の購入

令和1年9月20日 株式会社サンユー 東京都中央区銀座３丁目４番１２号 4010001104613 1 14,553,000 13,706,000 94.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

47
「日トルコ経済連携協定第17回交
渉会合開催」業務委嘱

令和1年9月24日 藤田観光株式会社 東京都文京区関口２丁目１０番８号 6010001100247 3 10,571,683 8,626,428 81.5% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，財務省，農林
水産省，経済産業省及
び当省との共同事業で
あり，契約金額は
8,626,428円（内，外務
省負担額は，2,156,607
円）

48
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

令和1年9月25日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６丁目
８番地

5430001013168 1 4,443,307 4,149,406 93.3% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

49
「四島専門家交流受入（歴史文化
専門家）」業務委嘱

令和1年9月25日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６丁目
８番地

5430001013168 1 3,775,577 3,308,024 87.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

50
「サーバ機器及びソフトウェア等」
の購入

令和1年9月26日
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会
社

東京都豊島区目白２丁目１６番２０号 3013301028508 3 3,883,224 2,442,000 62.8% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

51
「在外公館医務官室用備品『自動
体外式除細動器（ＡＥＤ）』」の購
入

令和1年9月30日 ＡＬＳＯＫ千葉株式会社
千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁
目３番３３号

1040001008244 2 4,136,000 2,816,000 68.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

52
「オフィス・サポート・チームのシュ
レッダー」の購入

令和1年9月30日 株式会社サンユー 東京都中央区銀座３丁目４番１２号 4010001104613 1 2,598,750 2,447,500 94.1% L 物品購入 1-2 人事課

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

2,843,468,575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 （契約期間　令和元年7月1日～9月30日）

1
「第60回海外日系人大会におけ
る外務大臣主催レセプション
ケータリングサービス」業務委嘱

令和1年9月12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丁目
１番１号

1010001060743 1 2,290,000 2,255,000 98.4% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
7 領事局

件数： 1件

契約金額：

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

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

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

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

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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

応札
者数

2,255,000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　令和元年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「ジャパン・ハウス東京事務局
に対する助言・支援」業務委嘱

令和1年7月5日
株式会社日本デザインセン
ター

東京都中央区銀座４
丁目９番１３号

1010001062302
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）。

12,759,908 12,748,849 99.9% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

2

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築事業に係る一
部コンテンツの制作提供」業務
委嘱

令和1年7月16日 クレアブ株式会社
東京都港区愛宕２丁
目５番１号

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）。

9,082,000 9,072,000 99.8% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

3
「日蘭平和交流事業」業務委
嘱

令和1年7月18日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２丁目３番１１号

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 6,781,566 99.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

4
「国内安全対策セミナーに係る
業務」業務委嘱

令和1年7月18日
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株
式会社

東京都新宿区西新宿
１丁目２４番１号

2011101025379
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）。

2,283,000 2,268,000 99.3% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 3

5
「ＯＤＡ評価～年次報告２０１９
～（日本語版及び英語版）の
作成・翻訳」業務委嘱

令和1年7月18日 株式会社創言社
東京都千代田区飯田
橋４丁目８番１３号

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）。

2,336,000 2,071,440 88.6% P 印刷・製本 1-8
その他大
臣官房

2

6
「日米草の根平和交流招へい
プログラム」業務委嘱

令和1年7月24日 株式会社日本旅行
東京都中央区日本橋
１丁目１９番１号

1010401023408
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）。

10,086,000 9,970,480 98.8% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 2

7
「北方四島医師・看護師等研
修事業」業務委嘱

令和1年7月24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丁目１１番地

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

8
「アフリカプレス招へい
『TICAD7と日本の広報』」業務
委嘱

令和1年7月26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
丁目２１番１７号

8010005002644
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）。

22,643,000 21,498,811 94.9% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

2

9
「『２０１９年版開発協力白書
（仮称）』（日本語版）の執筆
（一部）・編集」業務委嘱

令和1年7月30日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田
橋２丁目１６番２号

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）。

6,142,000 6,141,960 99.9% P 印刷・製本 5
国際協力
局

1

10
「外務省情報システム全体管
理・情報化推進支援業務の外
部委託」業務委嘱

令和1年7月31日
ディーディーエヌコンサルティ
ング株式会社

東京都千代田区三番
町６番地

1010001081624
企画競争の結果，同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であると認められ，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

10,196,820 9,974,880 97.8% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

1

11
「外交実務語学研修」業務委
嘱

令和1年8月13日 株式会社バークレーハウス
東京都千代田区五番
町５番地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）。

3,787,000 3,767,040 99.49% Y 研修 9 研修所 2

12
「在外安全対策セミナー」業務
委嘱

令和1年8月14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
丁目２番８号

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）。

26,842,800 26,445,200 98.5% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 2

13
「オンライン英語研修」業務委
嘱

令和1年8月21日
株式会社ＥＣＣ
東京センター

東京都新宿区西新宿
７丁目６番４号

6120001060629
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）。

- @71,076 - Y 研修 9 研修所
単価契約
予定調達総額
3,838,104円

3

14
「『日韓歴史家会議』日本側事
務局運営」業務委嘱

令和1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丁目２１番２号

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）。

3,777,000 3,777,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

15
「在外公館赴任前研修及び第
5部研修における『国際テロ対
策研修』」業務委嘱

令和1年8月28日 ＣＭＳＳ株式会社
東京都千代田区隼町
２番１２号

1010501032647
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）。

- @928,800 - Y 研修 9 研修所
単価契約
予定調達総額
3,715,200円

1

16

「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

令和1年8月29日 株式会社アークアカデミー
東京都新宿区西新宿
７丁目１８番１６号

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）。

500,585,000 496,892,933 99.2% 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
496,892,933円（内，
外務省負担額は
248,446,467円）

1

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

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　令和元年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

17
「ＧＥＡ国際会議2020開催支
援」業務委嘱

令和1年8月30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番地

8010001092202
環境省における企画競争の結果，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）。

90,184,154 89,998,287 99.7% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

本件は環境省，文
部科学省，農林水
産省，経済産業
省，国土交通省及
び当省の共同事業
であり契約金額は
89,998,287円（内，
外務省負担額は
10,073,000円）。

1

18
「日豪草の根平和交流（第二
次）」業務委嘱

令和1年9月2日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２丁目３番１１号

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）。

5,550,000 5,514,083 99.3% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

19

「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『世界は日本と共にあ
る！～東日本大震災～』の最
適化改修及び動画『ふじまる・
さくらの外務省の仕事』におけ
るウェブアクセシビリティ改善」
業務委嘱

令和1年9月5日
株式会社イーラーニングシス
テム

東京都板橋区赤塚４
丁目１０番１７号

7011401019448
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）。

1,665,000 1,544,400 92.7% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

20
「日独フォーラム第28回合同
会議日本側事務局」業務委託

令和1年9月6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丁
目１番１２号

1010405009378
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 7,985,882 99.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

21
「オンラインＪＯＰ研修」業務委
嘱

令和1年9月18日 ＴＡＣ株式会社
東京都千代田区神田
三崎町３丁目２番１８
号

3010001022246
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）。

20,248,000 17,969,342 88.7% Y 研修 2
総合外交
政策局

1

22
「地方創生支援　飯倉公館活
用対外発信事業（第１９回）」
業務委嘱

令和1年9月19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番地

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）。

7,599,000 7,598,976 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

1

23
「日中研究交流支援」業務委
嘱

令和1年9月20日 東アジア共同体評議会
東京都港区赤坂２丁
目１７番１２号

法人番号なし
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）。

4,760,000 3,519,462 73.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

24
「外務省ホームページ（日本語
版）『キッズ外務省』内新規コン
テンツ制作」業務委嘱

令和1年9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番２５号

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）。

792,000 792,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

件数： 24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

753,730,591円

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　令和元年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「北方四島住民招へい事業
（一般：苫小牧市）」業務委
嘱

令和1年8月8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丁目３番
地

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）。

16,552,032 16,552,032 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

2

「第7回アフリカ開発会議
（TICAD7)における会議会
場等の提供（横浜市内）」業
務委嘱

令和1年8月13日
株式会社横浜国際平
和会議場

神奈川県横浜市西区
みなとみらい１丁目１
番１号

1020001016273

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）。

112,092,822 112,092,822 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

1

3
「北方四島住民招へい事業
（一般：兵庫県）」業務委嘱

令和1年9月10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丁目９番１２号

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）。

22,478,545 22,478,545 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

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

随意契約理由

151,123,399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　令和元年7月1日～9月30日）

1
「ジャパン・ハウスの運営等業務（ロンド
ン）」業務委嘱

令和1年7月1日 Japan H.L. Limited
 Kensington High Street,
London, England, W8 5SA

法人番号なし

本件は，現行受託者との間で資産の
譲渡を含む引継交渉を妥結した本契
約の相手方以外に本業務を履行でき
る者はなく，また，本業務の継続性確
保の観点から，競争入札を行う時間的
余裕がなく，緊急の必要により競争に
付することができないため（会計法第
29条の3第4項）。

6,313,768,000 6,313,768,000 100.0% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2
「ジャパン・ハウスの運営等業務（ロサン
ゼルス）」業務委嘱

令和1年7月1日 株式会社電通ライブ
東京都千代田区内幸町１丁
目５番３号

4010001050790

本件は，現行受託者との間で資産の
譲渡を含む引継交渉を妥結した本契
約の相手方以外に本業務を履行でき
る者はなく，また，本業務の継続性確
保の観点から，競争入札を行う時間的
余裕がなく，緊急の必要により競争に
付することができないため（会計法第
29条の3第4項）。

6,286,610,879 6,286,610,879 100.0% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3
「政府専用機機内インターネットサービ
ス」業務委嘱

令和1年7月1日
パナソニックアビオニク
スコーポレーション

東京都品川区東品川２丁目
３番１２号

7700150026412

本件サービスを提供できるものは政府
専用機にＷｉ-Ｆｉ環境を構築した業者で
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）。

18,705,654 18,705,654 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

4
「在スーダン日本大使館新営工事にかか
る建築士業務」業務委嘱

令和1年7月1日
株式会社毛利建築設
計事務所

東京都中央区日本橋本町３
丁目２番１３号

5010001059113

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）。

3,753,216 3,338,496 88.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

5
「第７回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
ける会議通訳者等の手配」業務委嘱

令和1年7月2日
株式会社インターグ
ループ

東京都港区虎ノ門２丁目２番
５号

8120001060882

本年は多数の大型行事により通訳者
が不足しているため、本案件の確実な
履行のための速やかな通訳者の確保
が必要になることから、同種の業務経
験を有する者より見積書を招請し、対
応可能であった契約者を本契約の相
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）

48,747,887 22,500,489 46.1% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

6
「緊急時邦人保護用無線機の保守・運用
指導」業務委嘱

令和1年7月2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丁目１２番地

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）。

4,018,440 4,018,440 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

7
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回）受入れ支援及び啓発（中標津町
役場）」業務委嘱

令和1年7月4日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２丁目２２ 番地

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）。

4,500,122 4,500,122 100.0% 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）治療（町立中標津病院）」業務委
嘱

令和1年7月4日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９丁目１番地１

法人番号なし

本件契約は，移送される患者の身体
的負担に鑑み，適切な治療・診断を行
うことの出来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出来ない
入院患者への治療行為を行うことが出
来ること，そして今時受入れに際する
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）。

3,199,140 3,199,140 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

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

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　令和元年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

9
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第３回）」業務委嘱

令和1年7月10日
札幌医科大学附属病
院

北海道札幌市中央区南一条
西１６丁目

法人番号なし

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）。

4,080,963 4,080,963 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

10
「次世代査証システム及び査証事務支
援システムの移行切り替え対応」業務委
嘱

令和1年7月11日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

1020001071491

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの運用保守業者である
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）。

12,722,160 12,722,160 100.0% H
システム
関係

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

令和1年7月22日
株式会社リーガロイヤ
ルホテル東京

東京都新宿区戸塚町１丁目
１０４番地１９

9011101075888

指名競争に付したが応札業者がなく，
また，再度指名を行う時間的余裕がな
いことから，同種業務の請負実績のあ
る者より見積書を招請し，対応可能で
あった同者を本契約の相手方とした
（会計法第29条の3第4項）。

1,552,160 1,552,160 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-2 人事課

12 「ＩＣ旅券作成機の賃貸借」業務委嘱 令和1年7月23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番地３４
②東京都港区虎ノ門１丁目２
番６号

①2011101014084
②4010701026198

本件については、当該賃貸借機器を
作成した本契約の相手方以外に賃貸
借を行える者がおらず、他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4項）。

1,689,744,240 1,689,744,240 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

13
「新ＩＣ旅券作成機の移行・展開等」業務
委嘱

令和1年7月23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番地３４

2011101014084

本件サービスの提供できるものは，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）。

104,898,607 104,898,607 100.0% H
システム
関係

7 領事局

14
「国際法模擬裁判『２０１９年アジア・カッ
プ』の運営」業務委嘱

令和1年7月23日
一般財団法人国際法
学会

東京都文京区大塚５丁目３
番１３号

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）。

3,800,000 3,800,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

15
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
けるリエゾン手配」業務委嘱

令和1年7月24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丁目２１
番１７号

8010005002644

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）。

22,543,176 22,492,906 99.7% J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

16
「第７回アフリカ開発会議（TICAD7）にお
ける成田国際空港第2旅客ターミナルビ
ル建物の一時賃貸借」業務委嘱

令和1年7月25日
一般財団法人成田国
際空港振興協会

千葉県成田市古込字古込１
番地１

8040005006130

緊急の必要により公共の性質又は目
的から特定の者でなければ当該業務
を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）。

2,813,475 2,813,475 100.0% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

17
「第７回アフリカ開発会議（TICAD7）にお
ける空港接遇用車両待機用地の一時賃
貸借」業務委嘱

令和1年7月26日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市古込字古込１
番地１

9040001044645

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）。

1,476,796 1,476,796 100.0% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

18
「即位の礼における国際放送センター
（IBC)の設営及び運営」業務委嘱

令和1年7月29日
一般財団法人ＮＨＫイ
ンターナショナル

東京都渋谷区宇田川町７番
１号

7011005000168

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）。

94,899,098 94,899,098 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

19
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回）受入れ支援及び啓発（中標津町
役場）」業務委嘱

令和1年7月30日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２丁目２２番地

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）。

6,239,592 6,239,592 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

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　令和元年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

20
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回）治療（町立中標津病院）」業務委
嘱

令和1年7月30日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９丁目１番地１

法人番号なし

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）。

3,752,745 3,752,745 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

21
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第４回）受入支援及び啓発（根室市役
所）」業務委嘱

令和1年8月1日 根室市役所
北海道根室市常盤町２丁目
２７番地

2000020012238

四島住民に真に必要な支援を実施し，
領土問題の啓発を行いながら我が国
に対する信頼感を高め，平和条約締
結交渉の環境整備に資することが可
能なのは，地方公共団体の他になく，
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

2,490,029 2,490,029 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

22
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第4回）治療（市立根室病院）」業務委嘱

令和1年8月1日 市立根室病院
北海道根室市有磯町１丁目
２番地

2000020012238

本件契約は，移送される患者の身体
的負担にかんがみ，適切な治療・診断
を行うことのできる施設及び医師を擁
し，患者の病院までの移送距離が短い
ことが必要不可欠である。同病院は移
送時間１時間以内に入院治療が可能
であり，かつ事前に初診診断のできな
い入院患者への治療行為を行うことが
できることから，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

1,549,010 1,549,010 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

23
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第4回）治療（札幌医科大学附属病院）」
業務委嘱

令和1年8月2日
札幌医科大学附属病
院

北海道札幌市中央区南一条
西１６丁目

法人番号なし

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）。

4,044,065 4,044,065 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

24
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
ける羽田国際空港連絡室」賃貸借契約

令和1年8月5日
日本空港ビルデング株
式会社

 東京都大田区羽田空港３丁
目３番２号

7010801014496

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）。

1,661,885 1,661,885 100.0% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

25
「ＩＣＡＯ　ＰＫＤ登録システムの更新」業務
委嘱

令和1年8月6日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

1020001071491

本件業務を実施しえる者は，業務履行
に必要な情報を知り得る当該システム
に係る署名サーバ受託者である本契
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）。

6,693,500 6,693,500 100.0% H
システム
関係

7 領事局

26
「総理大臣のＧ7ビアリッツ・サミット出席
における同時通訳」業務委嘱

令和1年8月6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丁目１６
番１２号

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）。

5,154,000 5,154,000 100.0% A 通訳 4 経済局

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　令和元年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

27
「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

令和1年8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丁目１番地

2020001043507

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）。

1,599,983 1,599,983 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

28
「2020年旅券冊子等の見本作成および
梱包」業務委嘱

令和1年8月7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番地３４

2011101014084

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）。

10,296,460 10,296,460 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

29
「第7回アフリカ開発会議(TICAD7）東京
行事へ出席するアフリカ各国首脳用着替
え部屋手配」業務委嘱

令和1年8月9日
株式会社ニュー・オータ
ニ

東京都千代田区紀尾井町４
番１号

8010001013240

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）。

4,899,532 4,899,532 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

30
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
ける会議会場等の提供（横浜市内）」業
務委嘱

令和1年8月13日
ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタルホテ
ル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい１丁目１番１号

3700150004545

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）。

56,413,260 56,413,260 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

31
「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

令和1年8月14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）。

135,243,020 135,243,020 100.0% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

32
「外務大臣の海外出張に伴う同時通訳
（日中韓外相会議）」業務委嘱

令和1年8月16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丁目１６
番１２号

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）。

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

33
「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機能改修）」業務
委託

令和1年8月19日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

1020001071491

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）。

931,042,200 931,042,200 100.0% H
システム
関係

7 領事局

34 「ＩＣ旅券作成機（国内）保守」業務委嘱 令和1年8月19日
東芝インフラシステム
ズ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町
７２番地３４

2011101014084

本件保守業務を実施できるのは，当該
機器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）。

52,041,075 52,041,075 100.0% H
システム
関係

7 領事局

35 「旅券用穿孔機修理」業務委嘱 令和1年8月20日
末友印版工業株式会
社

東京都江戸川区松島４丁目
８番２号

2011701004195

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）。

1,851,120 1,851,120 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

36
「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」業務委
嘱

令和1年8月21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丁目
５番２号
②東京都千代田区神田練塀
町３番地

①1020001071491
②6010401015821

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）。

14,445,726 14,445,726 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

37 「即位の礼における通信支援」業務委嘱 令和1年8月22日 株式会社コスモピア
東京都千代田区平河町１丁
目１番８号

6010001145622

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）。

3,291,200 3,291,200 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

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　令和元年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

38
「第7回アフリカ開発会議(TICAD7）にお
ける外務大臣主催によるワーキング・
ディナー開催」業務委嘱

令和1年8月22日
株式会社横浜ロイヤル
パークホテル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２丁目２番１号

4020001016337

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）。

1,648,296 1,648,296 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

39
「即位の礼における各国・機関用宿舎内
外務省連絡室の借上に関する手配」業
務委嘱

令和1年8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丁目
３番１４号

6010701015843

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）。

144,426,891 144,426,891 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

40
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
ける会議会場等（東京都内）の提供」業
務委託

令和1年8月23日
株式会社ニュー・オータ
ニ

東京都千代田区紀尾井町４
番１号

8010001013240

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）。

11,678,040 11,678,040 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

41
「在席表示システム（在フランス大）」の購
入

令和1年8月23日
ユニバーサルコン
ピューター株式会社

大阪府大阪市中央区（大阪
市東区城見二丁目１番６１
号）

8120001091705

本件を実施しえる者は，当該機器の開
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）。

1,215,500 1,215,500 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

42
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7)にお
けるリエゾン連絡室設置」業務委嘱

令和1年8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丁目
３番１４号

6010701015843

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）。

- @88,560他 - D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

単価契約
予定調達総額
16,165,354円

43
「安全状況等確認システム運用・訓練」
業務委嘱

令和1年8月23日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１丁目１番地

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）。

- @8,250他 - H
システム
関係

7 領事局
単価契約
予定調達総額
2,869,020円

44
「第7回アフリカ開発会議（TICAD7）にお
けるアフリカ各国代表宿舎内での外務省
連絡室の設置」業務委嘱

令和1年8月26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丁目
３番１４号

6010701015843

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）。

2,639,736 2,639,736 100.0% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

45
「羽田空港への光ハウスケーブル敷設
作業」業務委嘱

令和1年8月29日
日本空港テクノ株式会
社

東京都大田区羽田空港３丁
目３番２号

7010801008903

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）。

1,911,600 1,911,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

46 コソボ大統領一行接遇（宿舎等手配） 令和1年9月2日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１丁
目１番１号

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）。

1,528,380 1,528,380 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

47
「『世界津波の日高校生サミットin北海
道』における副大臣主催レセプション」業
務委嘱

令和1年9月3日
株式会社グランビスタ
ホテル＆リゾート
札幌パークホテル

北海道札幌市中央区南10条
西3丁目1番1号

2010001093115

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）。

2,858,790 2,858,790 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

48
「即位の礼における成田国際空港第2旅
客ターミナルビル建物の一時賃貸借」業
務委嘱

令和1年9月4日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市古込字古込１
番地１

9040001044645

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）。

8,235,824 8,235,824 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

49
「総理大臣の米国訪問に伴う同時通訳」
業務委嘱

令和1年9月4日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区銀座７丁目１６
番１２号

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）。

5,688,200 5,688,200 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

50
「即位の礼における東京国際空港連絡
用建物の一時賃貸借」業務委嘱

令和1年9月4日
日本空港ビルデング株
式会社

東京都大田区羽田空港３丁
目３番２号

7010801014496

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）。

3,323,557 3,323,557 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

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　令和元年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

51
「外務省研修所における労働者派遣」業
務委嘱

令和1年9月4日
株式会社ＪＰキャリアコ
ンサルティング

東京都豊島区池袋２丁目４７
番６号

5010001141993

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，入札業者である2者のう
ち，最も廉価な入札業者に予定価格の
範囲内で契約を交渉したところ辞退さ
れ，次点であった本契約の相手方と予
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）。

－ @1,738他 － N 派遣職員 9 研修所
単価契約
予定調達総額
1,827,688円

52
「領事業務情報システム（旅券発給管理
システム：残存有効期間同一旅券導入
に伴う改修）」業務委嘱

令和1年9月9日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

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）。

54,310,960 54,310,960 100.0% H
システム
関係

7 領事局

53
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回）受入支援及び啓発業務（中標津
町役場）」業務委嘱

令和1年9月9日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２丁目２２番地

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）。

2,043,781 2,043,781 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

54
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第５回）治療業務（町立中標津病院）」業
務委嘱

令和1年9月9日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９丁目１番地１

法人番号なし

本件契約は，移送される患者の身体
的負担にかんがみ，適切な治療・診断
を行うことのできる施設及び医師を擁
し，患者の病院までの移送距離が短い
ことが必要不可欠である。同病院は移
送時間１時間以内に入院治療が可能
であり，かつ事前に初診診断のできな
い入院患者への治療行為を行うことが
できること，そして今次受入に際する診
療体制及び空き病床を有しており，他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

1,576,725 1,576,725 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

55
「北方四島住民支援事業（患者受入れ：
第5回）治療業務（北海道立子ども総合
医療・療育センター）」業務委嘱

令和1年9月10日
北海道市立子ども総合
医療・療育センター

北海道札幌市手稲区金山一
条１丁目２４０番６号

法人番号なし

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）。

1,376,675 1,376,675 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

56
「外国出張等業務の効率化に伴う作業」
業務委嘱

令和1年9月11日 株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内１丁
目６番６号

7010001008844

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）。

31,605,750 31,605,750 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

57
「会計業務における電子化範囲の拡大
等に伴う作業」業務委嘱

令和1年9月11日 株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内１丁
目６番６号

7010001008844

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）。

24,448,050 24,448,050 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

58
「即位の礼に伴い訪日する各国・機関等
との会談に必要な宿舎内会談場所等の
借上」業務委嘱

令和1年9月12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丁目
３番１４号

6010701015843

現に履行中の契約に直接関連する契
約であって，当該契約者以外に履行さ
せることができず，他に競争を許さない
ため（会計法第29条の3第4項）。

39,269,850 39,269,850 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

16



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和元年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

59
「外務大臣の米国訪問にかかる同時通
訳」業務委嘱

令和1年9月17日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区銀座７丁目１６
番１２号

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）。

6,833,900 6,833,900 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

60
「即位の礼における成田国際空港接遇
用車両待機用地の一時賃貸借」業務委
嘱

令和1年9月17日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市古込字古込１
番地１

9040001044645

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）。

1,888,205 1,888,205 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

61
「領事業務情報システム（第1・2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

令和1年9月24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丁目
５番２号
②東京都千代田区神田練塀
町３番地

①1020001071491
②6010401015821

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）

177,279,006 177,279,006 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

62
「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」業務委
嘱

令和1年9月24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丁目
５番２号
②東京都千代田区神田練塀
町３番地

①1020001071491
②6010401015821

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）。

21,036,804 21,036,804 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

63
「外務省身分証明書・入退庁管理システ
ム用ICカードの製造・納入」業務委嘱

令和1年9月27日 凸版印刷株式会社
東京都台東区台東１丁目５
番１号

7010501016231

既に導入されている当該システムに書
き込み可能なＩＣカードを製造できる業
者が，同システムの開発者にＩＣカード
の納入を行っている，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）。

1,707,750 1,707,750 100.0% K 物品製造 1-2 人事課

64
「即位の礼における成田国際空港保安
検査機器の移設作業」業務委嘱

令和1年9月30日
株式会社成田エアポー
トテクノ

千葉県成田市古込字古込１
番地１

3040001043108

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）。

3,542,000 3,542,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

件数： 64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

16,185,638,532円
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