
公益法人の
区分

国所管，都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

1
「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

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月1日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋１丁目５番２号

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

3,650,680 3,650,680 100.0% － － － －

2
「旅券発給管理システム（法務省連携
システム更改に伴う対応）」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月1日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋１丁目５番２号

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

3,188,592 3,188,592 100.0% － － － －

3
「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２２領
事局ブースの出展」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月1日 一般社団法人日本旅行業協会 1010005016700 東京都千代田区霞が関３丁目３番
３号

本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）。

1,892,000 1,892,000 100.0% － － － －

4
「日米韓外相会合に係る同時通訳」
業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月1日 株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206 東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

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）。

1,533,000 1,533,000 100.0% － － － －

5
「在外公館文書管理システム改修作
業」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房長　石川浩司
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月4日 富士電機ＩＴソリューション株式会社 9010001087242 東京都千代田区外神田６丁目１５
番１２号

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

9,081,600 9,081,600 100.0% － － － －

6
「領事業務情報システム（Windows10
アップデート対応：統合プラットフォー
ム他）」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房長　石川浩司
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月5日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋１丁目５番２号

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）。

43,926,960 43,926,960 100.0% － － － －

7
「次世代旅券発給管理システム（第２
期）開発」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月6日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋１丁目５番２号

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）。

328,262,000 328,262,000 100.0% － － － －

8
「統合Web環境：OSミドルウェアバー
ジョンアップ技術検証作業」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月6日 富士ソフト株式会社 2020001043507 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

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）。

53,790,000 53,790,000 100.0% － － － －

9
「日本事情発信ウェブサイト『Web
Japan』内サブサイトのコンテンツ制
作」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月11日 株式会社アマナ 1010701000676 東京都品川区東品川２丁目２番４３
号

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 13,717,000 94.6% － － － －

10
「万博キーパーソン招へい事業」業務
委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月12日 一般社団法人国際交流サービス協
会

8010005002644 東京都中央区新川１丁目１７番１８
号

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）。

－ 16,169,815 － － － － － 単価契約

11 「公用車の車検整備」業務委嘱
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月13日 株式会社シュテルン品川 3010701004584 東京都品川区東品川３丁目２８番２
５号

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）。

1,039,957 1,039,957 100.0% － － － －
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12
「『海外安全ホームページ』の改修」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月19日 富士ソフト株式会社 2020001043507 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

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）。

87,857,000 87,857,000 100.0% － － － －

13
「入退庁管理システムのオーバー
ホールに伴う経理業務効率化IT基盤
関連作業」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月20日 株式会社日立製作所 7010001008844 東京都千代田区丸の内１丁目６番
６号

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）。

7,996,340 7,996,340 100.0% － － － －

14
「文書管理システム移行支援」業務委
嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月26日 富士電機ＩＴソリューション株式会社 9010001087242 東京都千代田区外神田６丁目１５
番１２号

本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）。

7,282,000 7,282,000 100.0% － － － －

15
「旅券電子申請とマイナンバーポータ
ル連携のための政府共通ネットワー
ク接続検証作業」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月26日 富士ソフト株式会社 2020001043507 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

本件サービスの提供が可能な者
は、当該システムの設計・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）。

5,445,000 5,445,000 100.0% － － － －

16
「旅券発給管理システムへの戸籍情
報連携機能追加に係る基本設計」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月27日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋１丁目５番２号

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）。

54,914,640 54,914,640 100.0% － － － －

17
「領事業務情報システム（在外一般旅
券電子申請）クラウド基盤運用保守」
業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月28日 富士ソフト株式会社 2020001043507 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

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）。

30,800,000 30,800,000 100.0% － － － －

18

「領事クラウド（次世代査証発給・渡航
認証システム）に対するアプリケー
ション改修（クレジットカード対応）」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月28日 富士ソフト株式会社 2020001043507 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

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）。

27,500,000 27,500,000 100.0% － － － －

19
「国内安全対策セミナーに係る業務」
業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月28日 株式会社オオコシセキュリティコン
サルタンツ

1010401052431 東京都港区芝公園３丁目４番３０号

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）。

3,252,000 3,193,909 98.2% － － － －

20
「ハーグ条約の広報動画制作及び右
動画のYouTube上の広告配信」業務
委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月28日 コプラ株式会社 8010001078399 東京都渋谷区神宮前２丁目３０番９
号

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）。

1,823,000 1,820,500 99.8% － － － －

21
「『日独フォーラム第３０回合同会議』
日本側事務局」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和4年7月29日 公益財団法人日本国際交流セン
ター

1010405009378 東京都港区赤坂１丁目１番１２号

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）。

6,879,000 6,876,209 99.9% 0 公財 国所管 1

（注）公益法人の区分において，「公財」は「公益財団法人」，「公社」は「公益社団法人」，「特財」は「特例財団法人」，「特社」は「特例社団法人」をいう。　


