
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 112 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 5 件

②　 一般競争方式（①以外） 60 件

③　 指名競争方式 2 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 1 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 0 件

⑥　 その他の随意契約方式 44 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２年１月１日～３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２年１月１日～３月３１日）

1
「本省用プリンタ等の賃貸借・保
守等」業務委嘱

令和2年1月31日
キヤノンマーケティングジャパン株式
会社

東京都港区港南２丁目１６番６号 5010401008297 4 23,087,654 2 0.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

2
「本省用プリンタ等の賃貸借・保
守等」業務委嘱

令和2年1月31日
キヤノンマーケティングジャパン株式
会社

東京都港区港南２丁目１６番６号 5010401008297 4 42,299,050 0 0.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

3
「領事業務情報システムの統合
運用・保守」業務委嘱

令和2年2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 1 1,197,803,563 1,133,000,000 94.6% H
システム
関係

7 領事局

4 「ネットワークスキャナ」の購入 令和2年2月14日 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南２丁目１５番３号 5010001006767 2 158,755,300 54,520,774 34.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

5 「高機能Webカメラ」の購入 令和2年3月4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 6 15,446,200 14,784,000 95.7% H
システム
関係

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

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

1,202,304,776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２年１月１日～３月３１日）

1
「『外交の現場で頻出の重要英語
表現集』の仏語，西語及びポルト
ガル語版の作成」業務委嘱

令和2年1月6日 株式会社ＳＥＬＣ
神奈川県逗子市山の根２丁目１１番１
号

7021001047229 5 5,216,310 2,068,000 39.6% A 通訳 9 研修所

2
「在外公館仕向貨物輸送」業務委
嘱

令和2年1月6日 株式会社阪急阪神エクスプレス
大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５
号

6120001140538 2 2,127,176 1,700,611 79.9% V 配送 1-5
在外公館
課

3
「カンボジア，ラオス，ミャンマーか
らの外務省主催国際会議出席者
招へい」業務委嘱

令和2年1月9日 株式会社エモック・エンタープライズ 東京都港区西新橋１丁目１９番３号 2010401005495 4 3,347,300 1,931,162 57.6% C
招聘・賓客

接遇
4 経済局

4
「『日本外交文書』の電子データ
原稿作成」業務委嘱

令和2年1月9日 福田事務所 東京都港区芝浦３丁目１２番５号 法人番号なし 2 2,230,433 1,540,000 69.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

5
「『日米硫黄島戦没者合同慰霊追
悼顕彰式』航空機チャーター便提
供」業務委嘱

令和2年1月10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 1 13,893,000 13,574,000 97.7% U 輸送 11 北米局

6
「日米安保条約関連行事出席者
の招へい」業務委嘱

令和2年1月10日 株式会社メディアアトリエ 東京都渋谷区渋谷３丁目１番１０号 1011001037079 1 1,590,336 1,510,487 94.9% C
招聘・賓客

接遇
11 北米局

7
「『国連制裁関係者招へい』事業
実施」業務委嘱

令和2年1月14日 株式会社阪急阪神ビジネストラベル
大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５
号

4120001126778 2 8,268,465 7,341,132 88.7% C
招聘・賓客

接遇
2

総合外交
政策局

8
「事務用椅子の購入及び撤去」業
務委嘱

令和2年1月14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 3 3,162,720 2,816,000 89.0% L 物品購入 5
国際協力
局

9
「ウェブアクセシビリティ試験の実
施（「たびレジ」他）」業務委嘱

令和2年1月14日 株式会社ＳＨＮｅｔ
神奈川県横浜市中区山下町５１番地
１

5020001039725 5 1,186,488 470,800 39.8% H
システム

関係
7 領事局

10
「『対外発信強化のための中南米
日系人招へい』事業」業務委嘱

令和2年1月15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 4 11,116,405 8,165,579 73.4% C
招聘・賓客

接遇
12 中南米局

11
「領事サービス向上・改善のため
のアンケート調査」業務委嘱

令和2年1月15日 株式会社エーフォース 東京都渋谷区渋谷３丁目１番９号 2010001155749 3 7,424,367 2,429,900 32.7% B 調査・研究 7 領事局

12
「省内共用部視覚障害者対策工
事」業務委嘱

令和2年1月16日 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋２丁目５番１号 9120001014301 3 50,063,194 35,090,000 70.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課
低入札価格調査実施
済

13
「国際女性会議WAW!開催支援」
業務委嘱

令和2年1月20日 株式会社アイ・エス・エス 東京都港区三田３丁目１３番１２号 2010001009310 4 148,812,612 75,847,283 50.9% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

14 「インクジェットプリンタ」の購入 令和2年1月20日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１丁目４番１７号 3010401009875 2 11,254,518 465,080 4.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

15
「IC旅券作成機等の廃棄」業務委
嘱

令和2年1月21日 株式会社青木商店 埼玉県新座市中野１丁目１番２８号 6030001045713 3 8,027,250 3,170,995 39.5% J
その他業
務委嘱

7 領事局

No. 件名 契約締結日 契約相手方の住所
応札
者数

契約相手方の名称 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　令和２年１月１日～３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）

16
「Windows10アップグレードライセ
ンス」の購入

令和2年1月22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 3,843,576 3,473,712 90.3% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

17
「セキュリティ検査・監査の実施
（次世代査証発給・渡航認証管理
システム等）」業務委嘱

令和2年1月22日 株式会社ケイテック
神奈川県横浜市戸塚区川上町９０番
６号

7021001009856 3 13,739,089 5,431,800 39.5% H
システム

関係
7 領事局 低入札価格調査済み

18
「外交史料館所蔵戦前期外務省
記録マイクロフィルムから電子画
像データ等作成」業務委嘱

令和2年1月22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 － @26 － 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
6,006,000円

19
「『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」
業務委嘱

令和2年1月27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 4,629,480 3,803,538 82.1% C
招聘・賓客

接遇
14

中東アフリ
カ局

20
「『日本外交文書』原稿の校正作
業」業務委嘱

令和2年1月28日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ 東京都港区南麻布２丁目９番１８号 2010403006772 1 2,515,333 1,925,000 76.5% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

21
「外務省共済組合歯科診療所用
備品」の購入

令和2年1月30日 株式会社ヨシダタロウ 東京都台東区池之端４丁目１０番８号 6010501014698 2 5,180,706 4,341,480 83.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

22
「北庁舎執務室のレイアウト変更」
業務委嘱

令和2年1月31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 9,714,925 9,491,240 97.8% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

23 「UPSバッテリー」の購入 令和2年1月31日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁目８番１
号

9011101031552 4 10,255,482 7,629,710 74.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

24 「執務参考図書」の購入 令和2年2月3日 丸善雄松堂株式会社 東京都中央区日本橋２丁目３番１０号 2010001034952 4 2,205,574 1,784,475 80.9% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

25
「北方四島交流等代表者間協議」
業務委嘱

令和2年2月5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 3,196,739 3,179,939 99.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

26
「パソコン用ソフトウェアライセン
ス」の購入

令和2年2月6日 株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番４
号

1010001012983 2 9,928,600 8,228,660 82.9% H
システム

関係
1-5

在外公館
課

27 「厨房機器」の購入 令和2年2月6日 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 8010801009041 2 4,422,000 4,158,000 94.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

28
「『気候変動に対する更なる行動』
に関する非公式会合に係る会場
等手配」業務委嘱

令和2年2月7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 5,521,931 3,020,215 54.7% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

29
「中東・北アフリカ地域からの親日
派・知日派に係る招へい」業務委
嘱

令和2年2月12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 5 10,201,257 7,297,180 71.5% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局
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別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　令和２年１月１日～３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）

30
「『気候変動に対する更なる行動』
に関する非公式会合に係る会議
運営等」業務委嘱

令和2年2月12日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１丁目５番２号 4010601042469 2 2,604,419 2,185,890 83.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

31
「Wi-Fi環境拡張用機器等」の購
入

令和2年2月17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 11,099,308 9,900,000 89.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

32 「地図データ」の購入 令和2年2月17日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２丁目１０番３
号

6010001030403 1 5,456,000 5,456,000 100.0% L 物品購入 8
国際情報
統括官

33
「外務省本省構内監視カメラ設備
更新工事」業務委嘱

令和2年2月18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 43,190,955 38,478,000 89.1% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

34 「本省用シュレッダー」の購入 令和2年2月18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 12,993,750 12,237,500 94.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

35
「『核軍縮関連会合』開催に係る
会議運営・招へい」業務委嘱

令和2年2月18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 14,865,450 12,083,888 81.3% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

36
「アジア・エネルギー安全保障セミ
ナーに伴う会議運営」業務委嘱

令和2年2月18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番２号 7011001106209 3 2,266,770 1,640,625 72.4% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

37

「『外交青書（外交青書2020）』（閣
議版，日本語版及び英語版）にか
かる編集，英語翻訳，製本印刷，
発送」業務委嘱

令和2年2月20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 1 22,176,000 21,890,000 98.7% P 印刷・製本 2
総合外交
政策局

38
「北庁舎執務室のレイアウト変更」
業務委嘱

令和2年2月21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 5,646,245 5,484,050 97.1% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

39
「元島民による北方領土を語る会
（モスクワ）」業務委嘱

令和2年2月21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 5,316,880 5,270,368 99.1% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

40
「本省庁舎ブラインド清掃」業務委
嘱

令和2年2月21日 株式会社ケイズエムズ
千葉県千葉市稲毛区小深町３番地１
６

7040001100607 2 4,834,500 2,310,000 47.8% F
施設維持

管理
1-4 会計課

単価契約
予定調達総額
2,310,000円

41
「在米日系人リーダー招へいプロ
グラム接遇等」業務委嘱

令和2年2月25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 1 6,669,080 4,981,064 74.7% C
招聘・賓客

接遇
11 北米局

42 「学習管理システム」の購入 令和2年2月26日 株式会社リコー 東京都港区芝浦３丁目４番１号 2010801012579 1 2,174,332 1,980,000 91.1% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

43 「執務室の什器借上」業務委嘱 令和2年2月28日 コーユーレンティア株式会社 東京都港区新橋６丁目１７番１５号 3010401025419 2 7,989,322 6,930,000 86.7% M 賃貸借 10
アジア大
洋州局

5



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２年１月１日～３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）

44 「在外公館投票備品」の購入 令和2年2月28日 株式会社日本選挙センター
東京都千代田区神田神保町１丁目３
４番地

9010001033320 1 4,406,600 4,104,100 93.1% L 物品購入 7 領事局

45
「南庁舎執務室のレイアウト変更」
業務委嘱

令和2年2月28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 2,108,612 2,020,150 95.8% J
その他業
務委嘱

7 領事局

46
「情報セキュリティ対策システム用
ネットワーク機器」の購入

令和2年2月28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 3,534,770 1,859,660 52.6% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

47
「返納旅券冊子等の廃棄」業務委
嘱

令和2年2月28日 株式会社リスト
東京都国立市矢川３丁目２３番地の１
１

5012401004111 1 1,909,600 1,234,200 64.6% J
その他業
務委嘱

7 領事局

48
「在外公館医務官室用医療機器
『超音波画像診断装置』」の購入

令和2年3月2日 有限会社ユアーズメディカル 千葉県君津市人見２丁目１６番１５号 7040002069486 2 7,040,000 7,040,000 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

49
「在外公館医務官室用医療機器
『超音波画像診断装置（バッテ
リーなし）』」の購入

令和2年3月2日 有限会社ユアーズメディカル 千葉県君津市人見２丁目１６番１５号 7040002069486 2 4,620,000 4,620,000 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

50

「『アフガニスタン和平に関する協
議（仮称）』招待有識者等の訪日
に係る国際航空券手配及び本邦
滞在」業務委嘱

令和2年3月2日
株式会社近畿日本ツーリストコーポ
レートビジネス

東京都千代田区神田和泉町１番地 4010001148932 6 5,164,813 4,313,379 83.5% C
招聘・賓客

接遇
14

中東アフリ
カ局

51 「在外本官用プリンタ」の購入 令和2年3月4日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１丁目３番６号 2010801012579 1 12,844,700 6,808,670 53.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

52 「什器類転倒防止対策」業務委嘱 令和2年3月5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 7,239,100 4,510,000 62.3% F
施設維持

管理
1-1

官房総務
課

53
「南庁舎執務室のレイアウト変更
作業に伴う什器」の購入

令和2年3月5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 2,552,495 2,343,220 91.8% L 物品購入 7 領事局

54 「高所作業車」の購入 令和2年3月9日 エイハン・ジャパン株式会社 東京都港区芝浦３丁目１５番２号 1010401114173 1 2,123,000 1,177,000 55.4% L 物品購入 1-4 会計課

55 「電子黒板」の購入 令和2年3月11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 3 14,932,500 11,330,000 75.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

56
「リフレッシュスペースの什器」の
購入

令和2年3月11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 6,684,260 6,336,440 94.7% L 物品購入 1-2 人事課

57
「日本事情発信ウェブサイト『Web
Japan』における広告出稿支援」
業務委嘱

令和2年3月13日 株式会社プロモ・ラボ 東京都渋谷区南平台町２番１３号 1430001030704 3 5,684,201 4,741,999 83.4% Q
広報（テレ
ビ・広報

誌）
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

6



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２年１月１日～３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）

58
「北庁舎執務室の整備にかかる
什器」の購入

令和2年3月19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 14,974,080 14,735,930 98.4% L 物品購入 1-2 人事課

59
「領事業務情報システム用機器」
の購入

令和2年3月23日 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南２丁目１５番３号 5010001006767 2 2,486,385 2,088,570 84.0% H
システム

関係
7 領事局

60
「経済外交強化のための広報資
料」の購入

令和2年3月25日 株式会社ドリーム・ブレイン 東京都港区麻布台１丁目１１番１０号 7010401071418 2 5,866,300 4,615,380 78.6% L 物品購入 4 経済局

件数： 60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

436,592,061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　令和２年１月１日～３月３１日）

1

「アジア大洋州・国際機関大使
会議における外務大臣主催レセ
プションケータリングサービス」
業務委嘱

令和2年1月17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 2,218,920 2,208,250 99.5% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
10

アジア大
洋州局

2
「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

令和2年1月21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 3 5,495,233 3,615,700 65.7% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
1-6 儀典 低入札価格調査実施済

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

応札
者数

5,823,950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　令和２年１月１日～３月３１日）
備考２

応募者数

1
「ウェブアクセシビリティ改善支
援」業務委嘱

令和2年1月23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丁目６番８号

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）。

6,400,000 6,371,000 99.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

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

6,371,000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）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　令和２年１月１日～３月３１日）
備考２

応募者数

件数： 0件

契約金額：

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

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

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

　　　　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

0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２年１月１日～３月３１日）

1
「人事給与関係業務システムの機能改
修」業務委嘱

令和2年1月6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

本件改修業務を実施できるのは，当該
システムの開発業者である本契約の
相手方の他になく，他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

24,740,936 24,740,936 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

2
「Ｃ20サミット関連『課題解決の先へ。
HAPIC-HAPPINESS IDEA
CONFERENCE』開催」業務委嘱

令和2年1月8日
特定非営利活動法人
国際協力ＮＧＯセンター

東京都新宿区西早稲田２丁
目３番１８号

3011105002654

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）。

2,251,769 2,251,769 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

3
「WTO非公式閣僚会合及び関連会合に
おける通訳」業務委嘱

令和2年1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

行事開催が直前に確定したため，競争
入札を行う時間的余裕がなく，同種の
業務経験を有する者より見積を招請
し，最も廉価であった同者を本契約の
相手方とし，他に競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）。

2,786,040 2,786,040 100.0% A 通訳 4 経済局

4 「フィリピン残留日系人調査」業務委嘱 令和2年1月17日
特定非営利活動法人
フィリピン日系人リーガ
ルサポートセンター

東京都新宿区四谷本塩町４
番１５号

2011105002440

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）。

2,709,100 2,709,100 100.0% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

5
「携帯電話端末（スマートフォン）」の機種
変更及び新規購入

令和2年1月24日 株式会社シーシーディ
東京都千代田区神田紺屋町
７番地

2010001116800

本件仕様を満たす機器の提供が可能
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）。

7,250,100 7,250,100 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

6
「外国公館等情報システム（外交官身分
証明票及び免税カードへの印刷内容変
更対策）の改修」業務委嘱

令和2年1月24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）。

4,598,000 4,598,000 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

7
「在パプアニューギニア日本国大使館新
営工事に係る瑕疵検査協力」業務委嘱

令和2年1月24日 株式会社日本設計
東京都新宿区西新宿２丁目
１番１号

5011101036563

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）。

4,079,889 4,000,000 98.0% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

8 「交付窓口端末機の改修」業務委嘱 令和2年1月24日 ミツイワ株式会社
東京都渋谷区渋谷３丁目１５
番６号

9011001022577

本件改修業務を実施しえる者は，当該
システムの開発業者であり，現行機器
の賃貸借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もの
（会計法第29条の3第4項）。

2,926,000 2,926,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

9
「外国公館等情報システム（個人情報漏
洩対策）の改修」業務委嘱

令和2年1月24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）。

2,117,500 2,117,500 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

10
「エストニア首相訪日に係る宿舎等の提
供」業務委嘱

令和2年1月24日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２丁目１０
番４号

1010401045658

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）。

1,502,400 1,502,400 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

11
「旅費ネットワークシステム（赴任帰朝旅
費）の機能追加作業（設計工程）」業務委
嘱

令和2年1月30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）

8,221,180 8,221,180 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

12
「在外本官パソコン用ソフトウェアの賃貸
借及び保守」業務委嘱

令和2年1月30日
株式会社富士通マーケ
ティング

東京都港区港南２丁目１５番
３号

5010001006767

本件ソフトウェアの再リースについて
は，導入時と同じバージョンのソフト
ウェアを使用する必要があり，提供で
きるのは当初から当該ソフトのリースを
行っ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）。

5,411,652 5,411,652 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

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２年１月１日～３月３１日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

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

13
「ミュンヘン安全保障会議における同時
通訳」業務委嘱

令和2年2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，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）。

2,608,000 2,608,000 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

14
「静脈認証装置ランタイム保守パック」の
購入

令和2年2月4日 日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 7010401022916

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）。

7,304,000 7,304,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

15
「フレームワークのバージョンアップ作業
（領事クラウド）」業務委嘱

令和2年2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）

2,640,000 2,640,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

16 「チャーター機運航」業務委嘱 令和2年2月10日 全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２丁目
１４番１号

1010401099027

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

32,241,000 32,241,000 100.0% U 輸送 7 領事局

17 「チャーター機運航」業務委嘱 令和2年2月10日 全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２丁目
１４番１号

1010401099027

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

16,120,500 16,120,500 100.0% U 輸送 7 領事局

18
「会計業務おけるAI-OCRの適用検証」
業務委嘱

令和2年2月10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）

5,925,590 5,925,590 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

19 「チャーター機運航」業務委嘱 令和2年2月12日 全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２丁目
１４番１号

1010401099027

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

16,120,500 16,120,500 100.0% U 輸送 7 領事局

20
「会計統合システムにおける債主情報の
ポータル作成」業務委嘱

令和2年2月12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）。

9,486,620 9,486,620 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

21 「チャーター機運航」業務委嘱 令和2年2月14日 全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２丁目
１４番１号

1010401099027

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

16,120,500 16,120,500 100.0% U 輸送 7 領事局

22
「新統合Ｗｅｂ環境システム廃棄」業務委
嘱

令和2年2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丁目１番地

2020001043507

本件データ破棄業務を実施しえる者
は，当該システムの運用・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）。

2,970,000 2,970,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

23
「『気候変動に対する更なる行動』に関す
る非公式会合の開催における航空券手
配」業務委嘱

令和2年2月19日
株式会社阪急阪神ビジ
ネストラベル

大阪府大阪市北区梅田２丁
目５番２５号

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）。

1,100,455 1,100,455 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

24
「公信事務自動処理システムの共通プ
ラットフォームのサーバ移行及びシステ
ム改修」業務委嘱

令和2年2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）。

4,694,800 4,694,800 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
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　令和２年１月１日～３月３１日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

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

25
「新型コロナウイルス対策のための安全
対策啓発推進」業務委嘱

令和2年2月21日 ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１丁目９
番１号

9010401052465

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

49,995,000 49,995,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

26
「領事業務情報システム（領事ポータル
の改修）」業務委嘱

令和2年2月25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）。

35,827,000 35,827,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

27
「2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会ホストタウンに関するSNS（イン
スタグラム）発信」業務委嘱

令和2年2月26日 株式会社ｂａｔｏｎ
東京都品川区上大崎３丁目
１２番３０号

3020001102641

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）。

3,300,000 3,300,000 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

28

「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）運用・セキュリティ監視・保守」業務委
嘱

令和2年3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）。

24,381,997 24,381,997 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

29
「新型コロナウイルス等感染症対策関連
消耗品」の購入

令和2年3月2日 興和株式会社
愛知県名古屋市中区錦３丁
目６番２９号

1180001035811

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

3,960,000 3,960,000 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

30
「領事業務情報システム（統合プラット
フォームのリプレース）」業務委嘱

令和2年3月4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，当該シス
テムの実施業者である本契約以外に
なく，他に競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

10,950,720 10,950,720 100.0% H
システム
関係

7 領事局

31
「オンライン申請システムの拡充作業」業
務委嘱

令和2年3月4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

本件業務を実施しえる者は，当該シス
テムの開発・運用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）。

9,904,565 9,904,565 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

32
「『ビジネスと人権情報プラットフォーム
（仮称）』に係る設計」業務委嘱

令和2年3月4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

本件業務を実施しえる者は，当該シス
テムの運用・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）。

2,662,000 2,662,000 100.0% H
システム
関係

2
総合外交
政策局

33
「パソコンの設定作業及び貸出」業務委
嘱

令和2年3月4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

緊急の必要により，同種の業務経験を
有し，当省システムサポート業務実施
業者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）。

1,790,800 1,790,800 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

34
「新型コロナウイルス感染症にかかる多
言語翻訳」業務委嘱

令和2年3月6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

本件は，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
見積もりを招請し，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）。

10,890,000 10,890,000 100.0% 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
10,890,000円
@15他

35
「領事クラウド保守（海外安全HPへの
データ掲載等緊急対応）」業務委嘱

令和2年3月10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）。

5,104,688 5,104,688 100.0% H
システム
関係

7 領事局

36 「電子黒板」の購入 令和2年3月18日
リコージャパン株式会
社

東京都港区芝浦３丁目４番１
号

1010001110829'

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

11,409,750 11,409,750 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

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２年１月１日～３月３１日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

37
「在外公館用テレビ会議用モニター」の
購入

令和2年3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

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,934,800 2,934,800 100.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

38 「テレワーク用端末」の購入 令和2年3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丁目１番地

2020001043507

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

105,996,550 105,996,550 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

39
「新型コロナウイルス等感染症対策関連
消耗品（在外公館用）」の購入

令和2年3月23日
株式会社アイ・ビ・ケア
マーケティング

石川県金沢市高畠２丁目１７
７番地

1220001011048

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

12,261,500 12,261,500 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

40
「Microsoft『Teams』ライセンス登録作業」
業務委嘱

令和2年3月25日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１丁
目８番１号

9011101031552

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

78,161,600 78,161,600 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

41
「Web会議システム『Cisco Webex
Meetings』ライセンス」の購入

令和2年3月25日
三菱電機システムサー
ビス株式会社

東京都世田谷区太子堂４丁
目１番１号

1010901011705

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,530,000 2,530,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

42
「G7首脳テレビ会議の同時通訳システム
等企画運用」業務委嘱

令和2年3月27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

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,161,676 2,161,676 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

43
「Ｇ２０首脳テレビ会議の同時通訳システ
ム等構築」業務委嘱

令和2年3月31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

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,399,410 2,399,410 100.0% H
システム
関係

4 経済局

44
「Ｇ２０首脳テレビ会議の環境構築及び
運用支援」業務委嘱

令和2年3月31日
三菱電機システムサー
ビス株式会社

東京都世田谷区太子堂４丁
目１番１号

1010901011705

緊急の必要により特定の者でなけれ
ば当該業務を履行できず，他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

1,259,500 1,259,500 100.0% H
システム
関係

4 経済局

件数： 44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

563,728,198円
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