
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 102 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 10 件

②　 一般競争方式（①以外） 34 件

③　 指名競争方式 0 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 25 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 33 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２年1０月１日～１２月３１日）

1 「旅券冊子用プリンタ」の購入 令和2年10月8日 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 7010401006126 1 65,874,600 56,100,000 85.1% L 物品購入 7 領事局

2

「新型コロナウイルス感染症に関
する我が国の取組や状況につい
ての海外向けインターネット広
報」業務委嘱

令和2年10月15日 株式会社　電通 東京都港区東新橋１丁目８番１号 5010401143788 3 601,301,800 513,945,000 85.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3
「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10月16日 株式会社大広 大阪府大阪市北区中之島２丁目２番７号 3120001056530 7 159,367,649 144,530,000 90.7% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4
「地域の魅力海外発信支援事業
（中国）の実施」業務委嘱

令和2年10月20日 株式会社ＪＴＢ 東京都品川区東品川２丁目３番１１号 8010701012863 4 32,745,309 27,990,600 85.4% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

5 「緊急備蓄品」の購入 令和2年10月26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 1 25,946,280 15,281,114 58.8% L 物品購入 1-5
在外公館
課

6
「遠隔地データ保管サービス」業
務委嘱

令和2年11月13日 富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号

1020001071491 1 133,809,720 129,461,805 96.7% J
その他業
務委嘱

7 領事局

7
「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11月25日 株式会社ファタ
福岡県福岡市早良区昭代３丁目１１番２
８号

8012401019759 18 72,765,000 21,122,640 29.0% L 物品購入 7 領事局

8
「ポータルサイト構築及びコンテ
ンツ作成支援」業務委嘱

令和2年12月7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 5 89,707,566 62,700,000 69.8% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

9
「インマルサット・ＧＸ型衛星通信
装置」の購入

令和2年12月15日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ株式会社

東京都港区麻布台１丁目１１番１０号 3010401077583 2 108,416,000 63,558,000 58.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

10 「文化啓発用品」の購入 令和2年12月25日 一般財団法人日本国際協力システム 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 1011105005329 2 25,709,834 19,691,938 76.5% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

件数： 10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

1,054,381,097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1０月１日～１２月３１日）

1
「本省・在外公館用シュレッダー」
の購入

令和2年10月6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 10,914,200 10,279,500 94.1% L 物品購入 1-1
官房総務
課

2
「ＳＡＲＳコロナウィルス抗原キッ
ト」の購入

令和2年10月6日 株式会社　スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 1180001017009 3 2,640,000 1,804,000 68.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

3
「在外公館配備用規格食器（銀
器）制作・納入」業務委嘱

令和2年10月7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
5,298,084円

4
「在外公館配備用規格食器（漆
器）制作・納入」業務委嘱

令和2年10月7日 株式会社　山口陶器店 東京都中央区築地６丁目２６番３号 6010001120096 2 - @26,800他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
3,178,560円

5
「在外公館配備用規格食器（クリ
スタルグラス）制作・納入」業務委
嘱

令和2年10月7日 カガミクリスタル株式会社 東京都中央区銀座７丁目２番２２号 2050001025188 1 - @9,590他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約
予定調達総額
5,033,952円

6 「乗用自動車」の交換購入 令和2年10月8日 トヨタ西東京カローラ株式会社 東京都多摩市関戸４丁目８番地の３ 9013401001425 2 13,477,512 10,920,720 81.0% L 物品購入 1-4 会計課

7 「テレビ会議用機器」の購入 令和2年10月8日
三菱電機システムサービス株式会社
東京テレコム支社

東京都世田谷区太子堂４丁目１番１
号

1010901011705 1 11,235,400 6,529,270 58.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

8 「感染防護用品」の購入 令和2年10月8日 株式会社川崎商店 三重県四日市市清水町２番４０号 6190001014636 2 - @2,750他 - L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

単価契約
予定調達総額
5,662,250円

9
「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10月15日 株式会社エクスプラス
大阪府大阪市中央区平野町１丁目８
番８号

8120001075369 14 12,144,000 6,547,200 53.9% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

10

「ODA評価『過去のODA評価案件
（国別評価）のレビューと国別評
価の手法に関する調査研究』調
査」業務委嘱

令和2年10月20日 一般財団法人国際開発機構 東京都港区麻布台２丁目４番５号 7010405009018 2 15,319,442 9,112,576 59.4% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

11

「観光旅客船内における感染症
の拡大の予防及び感染症が拡大
した際の国際的な対応の在り方
に関する調査・研究」業務委嘱

令和2年10月22日
一般社団法人Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｆｏｒｕｍ

愛知県名古屋市中区栄１丁目１６番
２６号

9180005011438 1 58,476,136 56,088,857 95.9% B 調査・研究 5
国際協力
局

12
「広報・啓発用パンフレット『北朝
鮮による日本人拉致問題』の翻訳
及び印刷・製本等」業務委嘱

令和2年10月27日 株式会社　アーバン・コネクションズ
東京都品川区北品川５丁目５番１５
号

2011001000473 5 1,602,150 1,177,000 73.4% P 印刷・製本 10
アジア大
洋州局

13
「外交行嚢用外袋の製造・納入」
業務委嘱

令和2年10月29日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１丁目１５番７号 5010001041293 2 7,720,625 6,778,750 87.8% K 物品製造 1-3
情報通信
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）

3



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
「情報公開業務用高速出入力シ
ステム一式の賃貸借・保守」業務
委嘱

令和2年10月29日 リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込１丁目３番６号 1010001110829 2 9,279,321 5,849,316 63.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

15
「外務省海外旅行登録『たびレジ』
ＬＩＮＥ連携にかかる開発運用」業
務委嘱

令和2年11月4日 株式会社ＳＥＬＣ
神奈川県逗子市山の根２丁目１１番
１号

7021001047229 4 13,679,050 3,848,075 28.1% H
システム

関係
7 領事局

低入札価格調査実
施済

16
「外務省ストレスチェック」業務委
嘱

令和2年11月9日 ＷｏｒｋＷａｙ株式会社 東京都港区南青山５丁目１３番２号 5010401133665 3 1,945,900 1,097,140 56.3% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

17 「外務省研修所」労働者派遣契約 令和2年11月11日 株式会社エッグヒューマン
埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮３
０４番地の１

2030001092148 10 - @1,709 - N 派遣職員 9 研修所
単価契約
予定調達総額
1,218,802円

18
「領事サービス室」労働者派遣契
約

令和2年11月12日 株式会社朝日エンジニアリング 東京都新宿区下宮比町２番１号 2010001098502 9 - @1,573 - N 派遣職員 7 領事局
単価契約
予定調達総額
1,097,167円

19
「外務省実施の無償資金協力等
に関する事前調査」業務委嘱

令和2年11月20日 インテムコンサルティング株式会社 東京都新宿区西新宿７丁目５番３号 1011101002032 2 11,110,359 5,478,000 49.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

20
「日露隣接地域における生態系
保全協力ワークショップ（オンライ
ン）開催」業務委嘱

令和2年12月1日
株式会社イー・シー・インターナショナ
ル

東京都港区広尾1丁目11番2号 7011001106209 4 5,835,852 3,915,892 67.1% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

21
「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12月1日 株式会社バルク
東京都中央区日本橋馬喰町２丁目２
番６号

4010001107293 3 4,905,007 1,973,400 40.2% B 調査・研究 7 領事局

22
「本省用インクジェットプリンタのイ
ンクパック」の購入

令和2年12月2日
株式会社トータル・サポート・システ
ム 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区６

7050001004757 6 4,737,975 4,138,200 87.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

23
「感染防護用品『感染防護服』」の
購入

令和2年12月2日 室町商事株式会社 東京都豊島区巣鴨２丁目１１番１号 3013301011769 3 2,805,000 2,301,750 82.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

24
「平成３０年版条約集の編集及び
印刷・製本」業務委嘱

令和2年12月3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 4 9,594,888 5,445,253 56.8% P 印刷・製本 6 国際法局

25
「外務本省庁舎ブラインド清掃」業
務委嘱

令和2年12月4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 4 - @4,400 - F
施設維持

管理
1-4 会計課

単価契約
予定調達総額
5,280,000円

26
「在外公館医務官室用検査機器
『自動血球計数装置』」の購入

令和2年12月7日 株式会社カテラ 東京都台東区浅草４丁目３８番１号 7010501025488 2 2,383,332 1,980,000 83.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

27
「『外務省関係法令集（令和２年
版）』の印刷・製本及び編集・校
正」業務委嘱

令和2年12月8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 1 13,376,000 12,694,000 94.9% P 印刷・製本 1-1
官房総務
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）

28
「海洋権益確保支援ツール」の購
入

令和2年12月10日 株式会社海洋先端技術研究所 東京都中野区本町２丁目２９番１２号 9011201001117 2 14,963,410 10,604,000 70.9% H
システム

関係
6 国際法局

29

「新たな在留資格「特定技能」広
報に関する企画・制作等（外務省
ホームページ制作及びSNS広告
掲載）」業務委嘱

令和2年12月17日 Ｌｅｔｔｅｒｉｓｍ株式会社
東京都杉並区高井戸東３丁目１８番
２号

3011301024865 2 10,538,000 8,250,000 78.3% I
情報配信・
モニタリン

グ
7 領事局

30
「開発援助調査研究業務『SDGs
推進に関する各国の実施体制及
び方法の調査』」業務委嘱

令和2年12月18日
公益財団法人地球環境戦略研究機
関

神奈川県三浦郡葉山町上山口２１０
８番地１１

8021005009182 3 4,200,000 3,200,000 76.2% B 調査・研究 5
国際協力
局

31
「『国会提出予定条約テキスト』の
印刷・製本」業務委嘱

令和2年12月22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
12,784,767円

32
「『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」業務委嘱

令和2年12月24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アイ
オス広尾ビル

7011001106209 6 4,515,445 3,140,126 69.5% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

33
「『アジア・太平洋国会議員連合
（ＡＰＰＵ）第５０回総会』開催」業
務委嘱

令和2年12月24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 5 3,245,508 960,850 29.6% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

34

「『日本外交文書　昭和期Ⅳ　日
米関係（昭和二十七－二十九
年）』上・下の印刷・製本」業務委
嘱

令和2年12月28日 株式会社白峰社
東京都豊島区東池袋５丁目４９番６
号

8013301010080 2 2,960,000 2,604,888 88.0% P 印刷・製本 1-8
その他大
臣官房

件数： 34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

186,718,763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

5



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　令和２年1０月１日～１２月３１日）

該当なし

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

応札
者数

0,000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

6



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1０月１日～１２月３１日）
備考２

応募者数

1
「日本特集番組製作支援事
業」業務委嘱

令和2年10月1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）。

6,463,000 6,457,780 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

2

「我が国の2022年国連安保理
非常任理事国選挙への立候
補に関するパンフレットの作
成」業務委嘱

令和2年10月6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）。

4,000,000 3,899,720 97.4% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

2
総合外交
政策局

8

3
「アジア・大洋州における気候
変動と脆弱性に関する会議」
業務委託

令和2年10月8日
財団法人　日本国際フォーラ
ム

東京都港区赤坂２丁
目１７番

6010405009456
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）。

3,474,000 3,473,910 99.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

1

4

「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2年10月12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）。

500,585,000 496,973,868 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
496,973,868円（内，
外務省負担額は
248,486,934円）

2

5

「外務省ホームページ（日本語
版）『キッズ外務省』のトップ
ページのリニューアル及びメ
ニューの追加・修正等」業務委
嘱

令和2年10月12日 株式会社トゥブルーム
福岡県福岡市南区塩
原３丁目１７番７号

6290001056791
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）。

1,694,000 1,398,100 82.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

10

6
「第14回日本国際漫画賞実
施」業務委嘱

令和2年10月15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）。

8,014,500 7,999,125 99.8% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

7
「外務省ソーシャルメディアの
発信支援・運営改善」業務委
嘱

令和2年10月16日 株式会社　博報堂
東京都港区赤坂５丁
目３番１号

8010401024011
企画競争の結果、同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

14,784,000 14,740,000 99.7% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

8

「少数言語（ペルシャ語・タイ
語・イタリア語・インドネシア語・
ポルトガル語・ポーランド語・ト
ルコ語・チェコ語・ベトナム語）
通訳研修」業務委嘱

令和2年10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
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）。

10,472,000 10,467,540 99.9% Y 研修 1-2 人事課 2

9
「外務省ODA評価ワークショッ
プ・今後のあり方に向けた提
案」業務委嘱

令和2年10月16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
企画競争の結果、同者が高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため（会計法第29条の3第4項）。

9,889,779 9,879,347 99.8% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

1

10
「在外安全対策セミナー」業務
委嘱

令和2年10月20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）。

27,715,000 17,556,000 63.3% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 4

11

「在外公館施設の大規模改修
工事等へのProject
Management（PM）方式導入等
に関するコンサルティング」業
務委嘱

令和2年10月26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）。

11,341,000 8,943,000 78.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

最高の評価を得た
者 3

12
「パンフレット『ビジネスと人権』
の作成」業務委嘱

令和2年10月28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）。

2,000,000 1,899,700 94.9% P 印刷・製本 2
総合外交
政策局 8

13
「ウェブアクセシビリティ改善支
援」業務委嘱

令和2年11月6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）。

8,082,250 8,046,318 99.5% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

14
「オンラインJPO研修」業務委
嘱

令和2年11月10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）。

11,800,000 11,750,585 99.5% Y 研修 2
総合外交
政策局

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

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２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

15
「オンライン英語研修」業務委
嘱

令和2年11月20日 スパトレ株式会社
東京都千代田区神田
美倉町９番１号

7010001192085
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）。

- @34,000 - Y 研修 9 研修所
単価契約
予定調達総額
5,134,000円

5

16
「開発協力関係者を通じた情
報収集・発信」業務委嘱

令和2年11月25日
株式会社エフビーアイ・コミュ
ニケーションズ

東京都渋谷区神宮前
２丁目２６番８

6011001004207
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）。

1,900,000 1,742,400 91.7% I
情報配信・
モニタリン
グ

5
国際協力
局

5

17
「日本紹介啓発品の制作・納
入」業務委嘱

令和2年11月25日 株式会社アイワット
愛知県名古屋市中区
新栄１丁目７番２２号

8180001039178
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 1,716,000 100.0% K 物品製造 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

18
「日露地域・姉妹都市交流年
開会行事」業務委嘱

令和2年11月27日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５丁
目３番１号

8010401024011
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）。

65,000,000 64,984,748 99.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 5

19
「領事担当官感染症対策オン
ライン研修の実施及び動画制
作」業務委嘱

令和2年12月7日 コプラ株式会社
東京都千代田区九段
南２丁目３番２１号

8010001078399
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）。

7,810,000 7,090,270 90.8% Y 研修 7 領事局 4

20
「誘拐・被害者家族支援オンラ
イン研修」業務委嘱

令和2年12月7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）。

- @46,750 - Y 研修 7 領事局
単価契約
予定調達総額
1,402,500円

3

21
「日本事情発信ウェブサイト
『Web Japan』内サブサイトコン
テンツ制作」業務委嘱

令和2年12月11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）。

9,500,000 9,067,300 95.4% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

22
「ODA基本動画制作」業務委
嘱

令和2年12月17日 株式会社スコープ
東京都千代田区富士
見２丁目１０番２号

2011101010430
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）。

4,700,000 4,675,000 99.5% I
情報配信・
モニタリン
グ

5
国際協力
局

2

23
「外務省業務継続計画（BCP）
改善のためのコンサル」業務
委嘱

令和2年12月24日 株式会社富士通総研
東京都港区海岸一丁
目16番1号

8010401050783
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）。

3,800,000 3,634,840 95.7% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

1

24
「新たな在留資格『特定技能』
広報に関する企画・製作等業
務（広報動画制作）」業務委嘱

令和2年12月25日 株式会社日テレアックスオン
東京都港区東新橋１
丁目６番１号

8010001033445
企画競争の結果，同者が最も高い評価を得て確実な
業務の履行が可能であると認められ，他に競争を許さ
ないため（会計法第29条の3第4項）。

14,500,000 14,133,075 97.5% I
情報配信・
モニタリン
グ

7 領事局 7

25
「国際協力共同キャンペーン
『Earth Camp』メインイベント運
営」業務委嘱

令和2年12月25日 株式会社プランニングオフィス
エスエムエス

大阪府大阪市中央区
常盤町１丁目３番８号

8120001088825
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）。

4,000,000 3,976,500 99.4% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

7

件数： 25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

714,505,126円
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別記様式２ 　（契約一覧）

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

応募者数

該当なし

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

0,000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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和２年1０月１日～１２月３１日）

1
「Microsoft社プロフェッショナルサポート
等」業務委嘱

令和2年10月1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)。

48,527,820 48,527,820 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

2
「外交行嚢用封緘具の製造及び納入」業
務委嘱

令和2年10月1日 株式会社　フォーサイト
東京都中央区八丁堀４丁目
１０番８号

7011301006050

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）。

10,692,000 10,692,000 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

3
「領事業務情報システムの回線等の提
供・保守」業務委嘱

令和2年10月6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
現在契約中の電気通信役務の提供を
引き続きうけるものであり、他に競争を
許さないため（会計法第29条の12）。

4,039,471 4,039,471 100.0% H
システム
関係

7 領事局

4
「菅総理大臣のベトナム及びインドネシ
ア訪問にかかるチャーター機運航」業務
委嘱

令和2年10月13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）。

19,800,000 19,800,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

5
「領事業務情報システム（オペレーショ
ン・ユニット：査証事務支援システム対
応）」業務委嘱

令和2年10月14日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１丁目７番
１２号

7010401006126

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）。

10,782,200 10,782,200 100.0% H
システム
関係

7 領事局

6
「菅総理大臣の海外出張に伴う同時通
訳」業務委嘱

令和2年10月14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）。

3,024,000 3,024,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

7
「在パラグアイ共和国日本国大使館新営
計画に係る設計」業務委嘱

令和2年10月20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）。

175,550,117 175,436,000 99.9% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

最高の評価を得
た者

8
「外務省海外旅行登録『たびレジ』LINE
連携にかかる領事ポータル改修」業務委
嘱

令和2年10月20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・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）

42,350,000 42,350,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

9
「領事業務情報システム（オープンＬＡＮ
更改：本省ネットワーク切替等対応）」業
務委嘱

令和2年10月20日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

1020001071491

本件業務の提供が可能な者は、当該
システムの更改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）

6,602,640 6,602,640 100.0% H
システム
関係

7 領事局

10
「『在留届電子届出システム』のデータ補
正」業務委嘱

令和2年10月27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，
現行システムの開発・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）

69,300,000 69,300,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

11
「遠隔地データ保管サービス更改に伴う
統合プラットフォームの変更等作業」業
務委嘱

令和2年10月29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・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）

24,973,080 24,973,080 100.0% H
システム
関係

7 領事局

12
「在外経理統合システム新サーバ機器
構築作業」業務委嘱

令和2年11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）。

11,554,730 11,554,730 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
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
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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

13
「ASEAN関連首脳会議、日メコン首脳会
議及びＲＣＥＰ首脳会議（テレビ会議シス
テム等構築）」業務委嘱

令和2年11月10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）。

2,216,350 2,216,350 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

14
[ASEAN関連首脳会議、日メコン首脳会
議及びＲＣＥＰ首脳会議（テレビ会議シス
テム等構築）」業務委嘱

令和2年11月10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）。

1,045,000 1,045,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

15
「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11月16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）。

1,078,000 1,078,000 100.0% H
システム
関係

4 経済局

16
「海外安全ホームページウェブアクセシ
ビリティ対応の改修」業務委嘱

令和2年11月17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）。

31,350,000 31,350,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

17
「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11月17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）。

1,582,400 1,582,400 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

18
「領事業務情報システム（オペレーショ
ン・ユニット用機器構築作業）」業務委嘱

令和2年11月18日 富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小
田中４丁目１番１号

1020001071491

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）。

58,457,520 58,457,520 100.0% H
システム
関係

7 領事局

19
「外務省HP『世界の医療事情』コンテンツ
改訂」業務委嘱

令和2年11月19日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
１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）。

2,586,133 2,586,133 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

20
「領事業務情報システム（オペレーショ
ン・ユニット：領事ポータル改修）」業務委
嘱

令和2年11月24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）。

78,650,000 78,650,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

21
「『領事業務情報システム』におけるリ
モート・アクセス機能の拡充」業務委嘱

令和2年11月24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）。

71,060,000 71,060,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

22
「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２０領事
局ブースの出展」業務委嘱

令和2年11月25日
一般社団法人日本旅
行業協会

東京都千代田区霞が関３丁
目３番３号

1010005016700

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）。

2,090,000 2,090,000 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

23
「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2年11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）。

1,213,520 1,213,520 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

24
「ICAO PKD登録システムのアプリケー
ション機能追加改修」業務委嘱

令和2年11月30日 富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小
田中４丁目１番１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）。

3,016,728 3,016,728 100.0% H
システム
関係

7 領事局

25
「国会関連業務支援システム（Salesforce
モバイル端末用アプリ開発）」業務委嘱

令和2年12月2日 株式会社ウフル
東京都港区虎ノ門４丁目３番
１３号

7010401095879

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）。

3,982,000 3,982,000 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課
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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

26
「入退庁管理システムの共通発行管理シ
ステムに係る対応」業務委嘱

令和2年12月3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
テムの構築業者である本契約の相手
方の他になく，他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

6,963,000 6,963,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

27
超過勤務手当作業の電子化に関する電
子申請及び給与システムの改修業務一
式

令和2年12月14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）。

60,009,950 60,009,950 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

28
「調達手続き作業の電子化に関する環
境構築及び契約案件データベース等改
修」業務委嘱

令和2年12月17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）。

74,466,700 74,466,700 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

29
「在外経理統合システム基盤移行支援」
業務委嘱

令和2年12月17日
日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都港区虎ノ門１丁目１７
番１号

9010001045803

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）。

2,447,500 2,447,500 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

30
「『ビジネスと人権情報ポータルサイト』
トップページのテンプレート作成」業務委
嘱

令和2年12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）。

2,855,600 2,855,600 100.0% H
システム
関係

2
総合外交
政策局

31
「公信事務自動処理システムの情報セ
キュリティアップデート等に伴う改修」業
務委嘱

令和2年12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号屋島組本社ビル２－Ａ号
室

4360001006007

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

4,999,500 4,999,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

32
「ウェブアクセシビリティ改善支援（「統合
Web環境」内アクセシビリティ対応）」業務
委嘱

令和2年12月24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・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）。

3,960,000 3,960,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

33
「外国出張旅費業務における電子化等
のシステム構築・改修」業務委嘱

令和2年12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）。

69,032,700 69,032,700 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

件数： 33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

910,144,542円
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