
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 135 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 2 件

②　 一般競争方式（①以外） 42 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 1 件

⑥　 その他の随意契約方式 71 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　令和元年10月1日～12月31日）

1
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置」の購入

令和1年10月8日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１丁目１１番１０号 3010401077583 3 45,774,914 34,615,312 75.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2
「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

令和1年10月8日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１丁目１１番１０号 3010401077583 3 － @6,106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
4,849,734円

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

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

34,615,312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10月1日～12月31日）

1
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星通
信装置用バッテリー」の購入

令和1年10月4日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１丁目１１番１０号 3010401077583 2 3,900,600 2,702,700 69.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2
「即位の礼に参列する各国・機関
代表との首脳会談にかかる赤坂
迎賓館の設営」業務委嘱

令和1年10月9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 1 14,975,950 13,850,650 92.4% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

3

「即位の礼に伴い訪日する各国・
機関代表等要人の滞在する宿舎
における保安検査機器設置・運
用」業務委嘱

令和1年10月11日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 3010401016070 1 134,193,504 134,167,055 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

4
「査証事務支援システム用バー
コードラベル」の購入

令和1年10月11日 野崎印刷紙業株式会社
京都府京都市北区小山下総町５４番
地の５

8130001005275 1 12,210,000 11,154,000 91.3% P 印刷・製本 7 領事局

5
「第二オフィス・サポート・チーム
の什器」の購入

令和1年10月15日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４丁目１０番８号 7011301006050 2 12,309,275 11,358,710 92.2% L 物品購入 1-2 人事課

6
「飯倉公館照明器具LED化工事」
業務委嘱

令和1年10月15日 栄光電気株式会社 東京都文京区小石川３丁目３２番８号 1010401003954 1 9,999,368 8,690,000 86.9% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

7
「『科学技術外交シンポジウム（仮
称）』開催」業務委嘱

令和1年10月15日
株式会社イー・シー・インターナショナ
ル

東京都渋谷区広尾１丁目１１－２ 7011001106209 4 3,250,390 1,211,805 37.2% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

8
「在外における不動産市場価格
等報告書作成」業務委嘱

令和1年10月23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丁目
３番６号

5120001201019 1 7,865,000 7,018,000 89.2% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

9
「海洋法に関する国際シンポジウ
ム開催」業務委嘱

令和1年10月23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 3 2,182,232 1,637,259 75.0% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

10
「平成２９年版条約集の編集及び
印刷・製本」業務委嘱

令和1年10月31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 5 12,492,865 6,050,000 48.4% P 印刷・製本 6 国際法局
低入札価格調査実施
済

11 「文化啓発用品」の購入 令和1年11月7日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２番２号 6011101030094 2 13,136,200 10,541,300 80.2% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

12
「ＡＰＥＣビジネストラベルカード発
行用カードプリンタ」の購入

令和1年11月7日 トッパン・フォームズ株式会社
東京都港区東新橋１丁目７番３号

4010401050341 3 5,192,000 3,267,000 61.8% L 物品購入 4 経済局

13
「在外公館医務官室用医療機器
『心電図解析装置』」の購入

令和1年11月12日 フクダ電子東京販売株式会社 東京都台東区池之端２丁目１番１１号 8010501011990 3 7,409,600 2,310,000 31.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

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）

14
「『日インドネシア経済連携協定第
１４回合同委員会』開催」業務委
嘱

令和1年11月13日 株式会社目黒雅叙園 東京都目黒区下目黒１丁目８番１号 3013201010326 2 7,014,980 6,585,500 93.9% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，財務省，農水
省及び経産省との共同
事業であり，契約金額
は，6,585,500円（内，外
務省負担額は
1,646,375円）

15
「『国連人権条約体対日理解促進
プログラム』人権諸条約委員会委
員の招へい・接遇」業務委嘱

令和1年11月13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 3 6,653,735 5,223,786 78.5% C
招聘・賓客

接遇
2

総合外交
政策局

16
「在加日系人リーダー招へいプロ
グラム」業務委嘱

令和1年11月13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 4 3,219,678 2,357,632 73.2% C
招聘・賓客

接遇
11 北米局

17 「特殊撮影等」業務委嘱 令和1年11月13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 1 1,751,909 1,659,625 94.7% J
その他業
務委嘱

7 領事局

18
「令和元年度地方連携フォーラム
におけるケータリング」業務委嘱

令和1年11月13日 株式会社マックスパート
東京都千代田区丸の内１丁目６番５
号

8010001069555 1 1,758,179 1,634,050 92.9% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
1-8

その他大
臣官房

19

「ローマ法王訪日に伴うバチカン
側同行プレス等随行者の車両手
配・運行管理及びエスコート」業務
委嘱

令和1年11月20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 3 8,160,134 4,776,310 58.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

20 「北庁舎執務室の移転」業務委嘱 令和1年11月22日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４丁目１０番８号 7011301006050 1 10,301,696 10,049,160 97.5% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

21 「北庁舎執務室の移転」業務委嘱 令和1年11月22日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４丁目１０番８号 7011301006050 1 7,476,899 7,239,210 96.8% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

22
「在日米軍オリエンテーション・プ
ログラム開催関連」業務委嘱

令和1年11月27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 4,883,024 4,673,736 95.7% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

23
「『外務省関係法令集（令和元年
版）』の印刷・製本及び編集・校
正」業務委嘱

令和1年11月28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 10,758,000 10,725,000 99.7% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

24 「北庁舎執務室の移転」業務委嘱 令和1年12月6日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４丁目１０番８号 7011301006050 2 6,421,140 6,333,250 98.6% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

25 「守衛用制服」の購入 令和1年12月9日 東光商事株式会社
神奈川県横須賀市根岸町２丁目３３
番１号

1021001040783 2 2,217,847 1,960,530 88.3% L 物品購入 1-4 会計課

26 「スイッチングハブ」の購入 令和1年12月10日
株式会社日情システムソリューション
ズ

山形県酒田市京田２丁目６９番３ 3390001006640 3 10,612,800 8,149,680 76.7% H
システム

関係
1-3

情報通信
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）

27
「小型制御弁式鉛蓄電池用充電
器，海外電源用変圧器及び変換
プラグ」の購入

令和1年12月10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 2 2,930,400 2,393,160 81.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

28 「世論調査」業務委嘱 令和1年12月11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丁目２０番１４
号

4012401007239 1 1,895,666 1,848,000 97.4% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

29
「外務本省庁舎入退庁管理システ
ムの延伸に係る器材」の購入

令和1年12月13日 株式会社ＮＴＴデータ・アイ 東京都新宿区揚場町１番１８号 2011101056358 2 4,781,736 4,209,700 88.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

30
「ＯＤＡ評価ワークショップ開催」業
務委嘱

令和1年12月17日
株式会社プロスパー・コーポレーショ
ン

大阪府大阪市北区曾根崎新地１丁目
３番１６号

1120001070112 2 9,858,230 5,768,196 58.5% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

31
「外務省実施の無償資金協力に
関する事前調査」業務委嘱

令和1年12月19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丁目５番２４号 1011105005329 2 10,096,881 8,535,219 84.5% B 調査・研究 5
国際協力
局

32
「北庁舎及び新庁舎障害者用トイ
レ設置に係る設計」業務委嘱

令和1年12月24日
コンストラクションインベストメントマネ
ジャーズ株式会社

大阪府大阪市中央区内本町２丁目４
番７号

5120001111309 2 4,449,060 3,894,000 87.5% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

33
「アジア不拡散協議（ＡＳＴＯＰ）開
催」業務委嘱

令和1年12月24日 株式会社ツクルス 東京都練馬区小竹町２丁目７１番５号 7011601017458 4 1,522,105 1,514,700 99.5% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

34
「北庁舎障害者用手摺取付工事」
業務委嘱

令和1年12月25日 東海建設株式会社
東京都中央区日本橋本石町４丁目２
番１７号

6010001066686 1 28,459,487 24,750,000 86.9% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課
低入札価格調査実施
済

35 「北庁舎執務室の移転」業務委嘱 令和1年12月25日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４丁目１０番８号 7011301006050 2 13,000,845 12,739,540 97.9% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

36
「外交史料館所蔵正続通信全覧・
外交公文・戦前期条約書電子画
像データ作成」業務委嘱

令和1年12月25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 － @10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
3,910,130円

37
「研修所照明器具LED化工事」業
務委嘱

令和1年12月26日 日本メックス株式会社 東京都中央区入船３丁目６番３号 6010001062545 4 24,943,188 16,412,000 65.7% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課
低入札価格調査実施
済

38
「『ＲＣＥＰリーガル・スクラブ会合』
開催」業務委嘱

令和1年12月26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 2 21,426,614 15,017,117 70.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

39
「草の根文化無償資金協力候補
案件の事前調査」業務委嘱

令和1年12月26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丁目５番２４号 1011105005329 1 17,056,029 12,971,186 76.0% B 調査・研究 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　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　令和元年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）

40
「太平洋・島サミット高級実務者会
合開催にかかる招へい及び運
営」業務委嘱

令和1年12月27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 9,620,435 7,893,078 82.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

41
「インマルサット・BGAN型衛星通
信装置」の購入

令和1年12月27日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁目８番１
号

9011101031552 3 10,638,100 5,654,000 53.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

42
「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

令和1年12月27日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁目８番１
号

9011101031552 3 － @7,800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168,500
円

件数： 42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

408,925,844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10月1日～12月31日）

1
「Ｔ２０関係者を主賓とした外務
大臣主催レセプション開催にか
かるケータリング」業務委嘱

令和1年11月6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 1,475,210 1,344,200 91.1% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
2

総合外交
政策局

2
「在外公館施設の長期修繕計画
遂行（Aグループ）」業務委嘱

令和1年12月23日
株式会社伊藤喜三郎建築
研究所

東京都豊島区高田２丁目１７番２２
号

4010701015432 3 17,230,377 8,846,000 51.3% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館

課
低入札価格調査実施済

3
「在外公館施設の長期修繕計画
遂行（Cグループ）」業務委嘱

令和1年12月23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丁目４番２７号 6010001099364 4 11,929,827 7,691,000 64.4% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館

課

4
「在外公館施設の長期修繕計画
遂行（Bグループ）」業務委嘱

令和1年12月23日
株式会社伊藤喜三郎建築
研究所

東京都豊島区高田２丁目１７番２２
号

4010701015432 3 13,481,502 6,890,000 51.1% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館

課
低入札価格調査実施済

5
「日米安保条約６０周年記念レ
セプションにかかるケータリング
サービス等」業務委嘱

令和1年12月27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 4,935,920 4,606,800 93.3% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
11 北米局

本件は，防衛省との共同
事業であり，契約金額は
4,606,800円（内，外務省
負担額は2,303,400円）。

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

29,378,000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

7



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10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1

「『第一回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』のサブ業務並び
に『第二回G20適応及び気候
強靱性ワークプログラム関連
会合』のサブ及び運営業務」
業務委嘱

令和1年10月1日
一般社団法人海外環境協力
センター

東京都港区西新橋３
丁目２５番３３号

8010405010569
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）。

49,269,046 49,269,046 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

1

2
「少数言語（イタリア語，ポルト
ガル語，ポーランド語，トルコ
語）通訳研修」業務委嘱

令和1年10月4日
株式会社サイマル・インターナ
ショナル

東京都中央区銀座７
丁目１６番１２号

6010001109206
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）。

4,453,024 4,453,024 100.0% Y 研修 1-2 人事課 2

3
「少数言語（タイ語，ペルシャ
語，インドネシア語，チェコ語）
通訳研修」業務委嘱

令和1年10月4日 株式会社バークレーハウス
東京都千代田区九段
北４丁目２番１１号

5010001026385
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）。

4,452,800 4,452,800 100.0% Y 研修 1-2 人事課 2

4
「ジャパン・ハウス国内ＰＲ戦
略立案及び国内ＰＲ」業務委
嘱

令和1年10月10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
丁目５番２号

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）。

13,195,050 13,195,050 100.0% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

5
「地方創生支援　飯倉公館活
用対外発信事業」業務委嘱

令和1年10月10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 7,590,000 99.8% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

1

6
「日本特集番組制作支援事
業」業務委嘱

令和1年10月15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丁目３３番１６号

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）。

7,181,000 7,136,591 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

7

「外務本省，飯倉別館及び麻
布台別館のＲＥ１００達成に向
けた調査検討並びにロード
マップ作成」業務委嘱

令和1年10月23日 みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田
錦町２丁目３番地

9010001027685
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）。

10,800,000 10,778,885 99.8% B 調査・研究 1-4 会計課 2

8
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

令和1年11月5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）。

37,163,000 37,161,953 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

9 日本紹介啓発品の制作・納入 令和1年11月26日 株式会社アイフィス
東京都文京区水道２
丁目１０番１３号

1010001000179
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）。

1,716,000 1,644,500 95.8% K 物品製造 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

10
「誘拐・被害者家族支援研修」
業務委嘱

令和1年11月29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）。

5,188,000 5,016,000 96.7% Y 研修 7 領事局
単価契約
予定調達総額
5,016,000円

4

11
「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）広報啓発推進事業」業務委
嘱

令和1年12月2日 株式会社共同通信社
東京都港区東新橋１
丁目７番１号

9010401008260
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）。

5,000,000 4,991,800 99.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

1

12

「日本事情発信ウェブサイト
『Web Japan』内『Japan Fact
Sheet』，『Kids Web Japan』内
『Explore Japan』の改訂」業務
委嘱

令和1年12月4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）。

4,932,000 4,793,250 97.1% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

13
「日本事情発信ウェブサイト
『Web Japan』のデザイン改修」
業務委嘱

令和1年12月6日 株式会社アマナ
東京都品川区東品川
２丁目２番４３号

1010701000676
企画競争の結果，同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であると認められ，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

13,483,594 13,464,000 99.8% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

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10月1日～12月31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

14
「地方創生支援　飯倉公館活
用対外発信支援事業（第２１
回）」業務委嘱

令和1年12月12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 7,590,000 99.8% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

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

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

171,536,899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10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1
「『G20愛知・名古屋外務大
臣会合』開催に係る会場手
配」業務委嘱

令和1年10月31日
株式会社名古屋観光
ホテル

愛知県名古屋市中区
錦１丁目１９番３０号

9180001038955

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）。

106,582,670 106,582,670 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局 1

件数： 1件

契約金額：

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

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

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

　　　　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

106,582,670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

10



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和元年10月1日～12月31日）

1
「地域の魅力海外発信支援事業（中国）
の実施」業務委嘱

令和1年10月1日 株式会社電通テック
東京都千代田区内幸町１丁
目５番３号

7010001180643

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

26,978,225 26,950,000 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2
「領事業務情報システム（第２期）の端末
等に係る機器等の賃貸借・保守業務」業
務委嘱

令和1年10月1日
①沖電気工業株式会
社
②株式会社ＪＥＣＣ

①東京都港区芝浦四丁目１
０番１６号
②東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

①7010401006126
②2010001033475

本件保守対象機器は，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
ことから現行業者以外に本件賃貸借・
保守を実施できる者がおらず，他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

20,818,065 20,818,065 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

3
「ボストンキャリアフォーラム２０１９への
参加に係る業務」業務委嘱

令和1年10月1日 株式会社ディスコ
東京都文京区後楽２丁目５
番１号

9010001102075

本件業務を履行できるのは，主催者で
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）。

1,092,306 1,092,306 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

4
「即位の礼に参列する各国・機関代表と
の首脳会談にかかる通訳」業務委嘱

令和1年10月3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，発
言者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）。

6,295,300 6,295,300 100.0% A 通訳 1-8
その他大
臣官房

5
「在外公館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

令和1年10月3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）。

1,243,000 1,243,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6
「即位の礼における成田国際空港政府
合同事務所棟ほか関連施設用建物の一
時賃貸借」業務委嘱

令和1年10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）。

8,001,526 8,001,526 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

7
「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10月4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）。

6,578,660 6,578,660 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

8
「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10月4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）。

4,600,200 4,600,200 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

9 「査証欄増補紙の製造」業務委嘱 令和1年10月8日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２丁目２番
５号

6010405003434

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

12,960,598 12,960,598 100.0% K 物品製造 7 領事局 一部単価契約

10
「総理大臣の『チリAPEC首脳・閣僚会
議』出席における同時通訳」業務委嘱

令和1年10月8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）。

7,530,000 7,530,000 100.0% A 通訳 4 経済局

11
「北方四島における共同経済活動に関す
る『観光パイロットツアー』の実施」業務
委嘱

令和1年10月8日
株式会社ワールド航空
サービス

東京都千代田区有楽町１丁
目５番１号

3010001032633

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）。

4,546,912 4,546,912 100.0% 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
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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10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 法人番号

12
「在ペルー日本国大使館新営工事に係
る第2回設計変更及び工事契約変更協
力」業務委嘱

令和1年10月10日 株式会社大建設計
大阪府大阪市西区京町堀１
丁目１３番２０号

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）。

9,903,932 9,897,687 99.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

13
「即位の礼にかかる東京国際空港アーク
ビルにおける保安検査」業務委嘱

令和1年10月15日
株式会社ジェイ・エス・
エス

東京都新宿区左門町６番地
４

8010001019485

即位の礼における東京国際空港保安
検査場において、同空港を利用する各
国・機関の保安検査の要望が多く、ま
た荷物の量が想定を超えることが判明
したため、急遽保安検査場を追加する
こととなったが、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）。

8,984,448 7,738,500 86.1% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

14 「即位の礼に係る臨時警備」業務委嘱 令和1年10月16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）。

18,137,174 18,137,174 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

15
「即位の礼にかかる東京国際空港日本
航空施設における保安検査」業務委嘱

令和1年10月17日 日本航空株式会社
東京都品川区東品川２丁目
４番１１号

7010701007666

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）。

5,930,210 5,930,210 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

16
「外交行嚢用封緘具の製造及び納入」業
務委嘱

令和1年10月18日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４丁目
１０番８号

7011301006050
競争に付することができない又は競争
に付することが不利と認められるため
（会計法第29条の3第4項）。

14,701,500 14,701,500 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

17
「即位の礼にかかる東京国際空港全日
本空輸施設における保安検査」業務委
嘱

令和1年10月18日 全日本空輸株式会社
東京都大田区羽田空港３丁
目３番２号

1010401099027

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）。

3,353,163 3,353,163 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

18
「旧在外経理システム運用終了に伴う
データ削除業務（政府共通プラットフォー
ム連携基盤関連作業）」業務委嘱

令和1年10月18日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１号

7010001008844

本件サービスの提供が可能な者は，
当該連携基盤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）。

2,361,150 2,361,150 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

19
「外務本省セキュリティゲート幅拡張及び
飯倉別館電気錠設置作業」業務委嘱

令和1年10月23日
株式会社ＮＴＴデータ・
アイ

東京都新宿区揚場町１番１８
号

2011101056358

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）。

13,823,700 13,823,700 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

20 ブータン国王一行接遇（宿舎等手配） 令和1年10月24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
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）。

1,584,480 1,584,480 100.0% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

21
「総理大臣の『ASEAN関連首脳会議』出
席における同時通訳」業務委嘱

令和1年10月28日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区銀座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）。

2,358,000 2,358,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

22
「ローマ法王訪日に伴うプレスセンター設
置」業務委嘱

令和1年10月29日
株式会社プリンスホテ
ル
東京プリンスホテル

東京都港区芝公園３丁目３
番１号

5013301022046

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）。

8,494,800 8,494,800 100.0% C
招聘・賓客
接遇

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10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 法人番号

23
「G20大阪サミット公式ホームページ：ドメ
イン及びコンテンツ関連」業務委嘱

令和1年10月31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

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）。

2,970,000 2,970,000 100.0% H
システム
関係

4 経済局

24
「在ガボン日本国大使館新営計画に係る
設計」業務委嘱

令和1年11月1日 株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町
６番１号

8010001088943

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）。

170,067,592 163,440,000 96.1% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

25
「遠隔地バックアップからの復旧訓練（領
事クラウド）」業務委嘱

令和1年11月1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，
当該クラウド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）。

3,300,000 3,300,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

26
「大阪トラック・プロセス関連イベント運
営」業務委嘱

令和1年11月8日
世界経済フォーラム
（WEF）／World
Economic Forum

91-93 route de la Capite,
CH-1223 Cologny/Geneva,
Switzerland

法人番号なし

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）。

20,905,000 20,905,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，総務省
及び経済産業省
との共同事業で
あり，契約金額は
20,905,000円
（内，外務省負担
額は6,968,371円）

27
「インマルサットGX型衛星通信装置」の
購入

令和1年11月11日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式
会社

東京都港区麻布台１丁目１１
番１０号

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）。

6,030,200 6,030,200 100.0% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

28
「北庁舎執務室レイアウト変更に伴うシ
ステム配線移設工事」業務委嘱

令和1年11月11日
株式会社ＮＴＴデータ・
アイ

東京都新宿区揚場町１番１８
号

2011101056358

本件業務を実施し得るものは，入退庁
管理システムを開発した本件契約相手
先以外になく，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

5,256,900 5,256,900 100.0% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

29
「在カタール日本国大使館新営工事に係
る瑕疵検査協力」業務委嘱

令和1年11月11日
株式会社レーモンド設
計事務所

東京都渋谷区代々木５丁目
５８番１号

1011001025380

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）。

4,945,335 4,926,804 99.6% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

30
「インマルサットGX型衛星通信装置に係
る回線使用契約」業務委嘱

令和1年11月11日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式
会社

東京都港区麻布台１丁目１１
番１０号

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）。

5,318,610 5,318,610 100.0% 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
5,318,610円

31
「海外安全ホームページシステム（失効
ページ）改修」業務委嘱

令和1年11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

本件サービスの提供が可能な者は，
当該Webサービス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）。

4,400,000 4,400,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

32
「在コンゴ民主共和国日本国大使館新営
計画に係る設計」業務委嘱

令和1年11月14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）。

89,670,805 88,394,360 98.6% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

33
「外交史料館所蔵史料等の脱酸性化処
理」業務委嘱

令和1年11月18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丁目３番２３号

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）。

3,017,774 3,017,774 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

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

34
「『J-anpi』を利用した海外渡航者向け安
全情報公開サイトの開発」業務委嘱

令和1年11月18日
エヌ・ティ・ティレゾナン
ト株式会社

東京都港区芝浦３丁目４番１
号

9010401079649

本件サービスの提供が可能な者は，
当該サイトの運営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）。

1,006,500 1,006,500 100.0% H
システム
関係

7 領事局

35
「外部から省内メーリングリストへのメー
ル送信抑制」業務委嘱

令和1年11月19日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁
目８番１号

9011101031552

本件業務を実施しえる者は，当省LAN
システム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）。

5,566,000 5,566,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

36
「日印外務・防衛閣僚会合及び共同記者
会見における同時通訳」業務委嘱

令和1年11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）。

1,095,500 1,095,500 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

37
「DBHOSTサーバの次期共通プラット
フォーム移行」業務委嘱

令和1年11月20日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１号

7010001008844

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

3,872,880 3,872,880 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

38
「業務系共通プラットフォーム更新に伴う
総合人材育成システム移行」業務委嘱

令和1年11月20日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１号

7010001008844

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

1,353,220 1,353,220 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

39
「条約等国際約束検索システム（省内
LAN）に係るOS刷新及びデータ移行」業
務委嘱

令和1年11月20日
アクシオへリックス株式
会社

沖縄県那覇市西２丁目１６番
３号

4360001006007

本件業務を実施しえる者は，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）。

1,149,500 1,149,500 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

40
「リモートアクセスにおけるパスワード有
効期限通知メール機能追加（領事ポータ
ル）」業務委嘱

令和1年11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）

6,006,000 6,006,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

41
「日中外相会談及びワーキングランチ，
日中ハイレベル人的・文化交流対話に係
るケータリング」業務委嘱

令和1年11月22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

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，対
応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）。

1,303,159 1,303,159 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

42
「要人及び外交団等との集い実施に係る
音響機材手配」業務委嘱

令和1年11月22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
番４０号

4011101019544

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）。

1,034,000 1,034,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

43
「業務系共通プラットフォーム更改に伴う
特定歴史公文書等簿冊管理システム移
行・検証」業務委嘱

令和1年11月25日 富士電機株式会社
神奈川県川崎市川崎区田辺
新田１番１号

9020001071492

本件業務を実施しえる者は，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）。

2,186,800 2,186,800 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

44 「令和２年度一般会計予算書等」の購入 令和1年11月25日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２丁目２番
５号

6010405003434

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

1,833,021 1,833,021 100.0% P 印刷・製本 1-4 会計課

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

45
「業務系共通プラットフォーム更改に伴う
回覧物管理システムの移行及び改修」
業務委嘱

令和1年11月27日
日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都中央区新川２丁目２０
番１５号

9010001045803

現在稼働中のシステムの改修を同シ
ステムの開発業者である契約の相手
方に委嘱するものであり，通信に障害
を及ぼすことなく安定運用を確実に遂
行しうる者は他になく，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

8,712,000 8,712,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

46
「業務系共通プラットフォーム更改に伴う
記録文書ファイル管理システムの移行及
び改修」業務委嘱

令和1年11月27日 富士電機株式会社
神奈川県川崎市川崎区田辺
新田１番１号

9020001071492

現在稼働中のシステムの改修を同シ
ステムの開発業者である契約の相手
方に委嘱するものであり，通信に障害
を及ぼすことなく安定運用を確実に遂
行しうる者は他になく，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

2,151,600 2,151,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

47
「人事給与電子交付システムの機能改
修」業務委嘱

令和1年11月28日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１号

7010001008844

本件業務を実施しえる者は，当該シス
テムの開発・運用保守を行っている本
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）。

9,895,600 9,895,600 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

48
「情報公開事務支援システムの業務系
共通プラットフォーム3.0移行」業務委嘱

令和1年11月29日
アクティブ・ティ株式会
社

愛知県名古屋市中村区名駅
南１丁目１８番２４号

2180001045157

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの開発業者である本契
約の相手方の他になく，他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）

2,631,750 2,631,750 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

49 「中国語同時通訳研修」業務委嘱 令和1年11月29日
株式会社サイマル・イ
ンターナショナル

東京都中央区銀座７丁目１６
番１２号

6010001109206

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）。

1,215,872 1,215,872 100.0% Y 研修 1-2 人事課

50
「第２７回アジア輸出管理セミナー開催」
業務委嘱

令和1年11月29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

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）。

1,191,850 1,191,850 100.0% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

51 「IC旅券作成機（国内）の保守」業務委嘱 令和1年12月2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が可能な者は，
当該機器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）。

981,105,513 981,105,513 100.0% H
システム
関係

7 領事局

52
「外務大臣のＡＳＥＭ外相会合出席にお
ける同時通訳」業務委嘱

令和1年12月2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）。

3,580,500 3,580,500 100.0% A 通訳 13 欧州局

53
「ジャマイカ首相一行の訪日に係る宿舎
等の提供」業務委嘱

令和1年12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）。

1,648,000 1,648,000 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

54
「ハンガリー首相一行の訪日に係る宿舎
等の提供」業務委嘱

令和1年12月4日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１丁
目１番１号

9010001026704

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

1,127,300 1,127,300 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

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

55
「総理大臣の日中韓首脳会議出席にお
ける同時通訳」業務委嘱

令和1年12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）。

3,444,000 3,444,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

56
「次世代査証発給・渡航認証管理システ
ム導入に伴う設定」業務委嘱

令和1年12月9日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁
目８番１号

9011101031552

本件業務を実施しえる者は，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）。

2,081,200 2,081,200 100.0% H
システム
関係

7 領事局

57
「外務省庁舎入退庁管理システムの延
伸に係る機材設置」業務委嘱

令和1年12月11日
株式会社ＮＴＴデータ・
アイ

東京都新宿区揚場町１番１８
号

2011101056358

本件業務を実施しえる者は，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）。

10,582,000 10,582,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

58
「外務大臣の日露外相会談出席におけ
る同時通訳」業務委嘱

令和1年12月11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）。

1,568,000 1,568,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

59
「文化無償資金協力フォローアップ事業
『ユースシアター音響機材整備計画』」業
務委嘱

令和1年12月13日 ヤマハ株式会社
静岡県浜松市中区中沢町１
０番１号

3080401005595

当該機材の修理に関し，本契約の相
手方である製造元でしか修理及び部
品の納入が出来ず，同社監修の下，
技術者派遣及び部品調達を行う必要
があることから，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

1,153,050 1,153,050 100.0% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

60 「プリントサーバ」の購入 令和1年12月17日 株式会社リコー
東京都港区芝浦３丁目４番１
号

2010801012579

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）。

16,258,000 16,258,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

61

「総理大臣の日中韓サミット出席に伴う
『共同記者発表』及び『内外記者会見』の
プロンプター運用・技術者立会」業務委
嘱

令和1年12月20日
エイビイモード株式会
社

神奈川県横浜市鶴見区上の
宮１丁目２０番９号

7020001047008

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，対
応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）。

1,262,500 1,262,500 100.0% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

62
「会計統合システムの政府共通プラット
フォームからの移行」業務委嘱

令和1年12月23日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１号

7010001008844

本件業務を実施しえる者は，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）。

13,846,250 13,846,250 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

63 「IC旅券作成機の運用支援」業務委嘱 令和1年12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が可能な者は，
当該機器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）。

3,465,990 3,465,990 100.0% H
システム
関係

7 領事局

64
「領事業務情報システム（旅券発給管理
システムの改修）」業務委嘱

令和1年12月24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）。

74,913,256 74,913,256 100.0% H
システム
関係

7 領事局
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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　令和元年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

65 「開発協力シンポジウム開催」業務委嘱 令和1年12月24日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５丁目３番１
号

8010401024011

本件業務を履行できるのは，本件業務
に使用する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）。

2,964,500 2,964,500 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

66
「外務大臣の対ASEAN外交政策スピー
チにおける同時通訳」業務委嘱

令和1年12月24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）。

1,104,000 1,104,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

67
「文書作成編集システム次期業務系共
通プラットフォーム移行作業」業務委嘱

令和1年12月25日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１丁目５３
番２号

6011401007346

本件サービスの提供が可能な者は，
当該システムの開発業者である本契
約の相手方の他になく，他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4項）。

2,824,800 2,824,800 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

68
「総理大臣の『フューチャー・サステナイ
ビリティ・サミット』出席に伴う同時通訳」
業務委嘱

令和1年12月25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）。

2,583,000 2,583,000 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

69
「『日米韓外相会談』共同記者会見にお
ける同時通訳」業務委嘱

令和1年12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）。

5,870,300 5,870,300 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

70 「IC旅券作成機（在外）保守」業務委嘱 令和1年12月27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が可能な者は，
当該機器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）。

6,333,582 6,333,582 100.0% H
システム
関係

7 領事局

71
「人事計画用情報管理システムサーバ
の次期業務系共通プラットフォームへの
移行作業」業務委嘱

令和1年12月27日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６丁目
２３番１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）。

5,084,750 5,084,750 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

件数： 71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

1,691,962,322円
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