
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 422 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 25 件

②　 一般競争方式（①以外） 96 件

③　 指名競争方式 8 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 69 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 16 件

⑥　 その他の随意契約方式 208 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）

（契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

　　　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。
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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4年4月１日～6月30日）

1
「訪日外国人査証ホットラインの
設置及び運営」業務委嘱

令和4年4月1日 Ａｓｉａ　Ｈｏｔｌｉｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ株式会社 東京都中野区本町３丁目３０番４号 6011101086491 2 110,728,200 68,398,000 61.7% J
その他業
務委嘱

7 領事局

2
「海外広報用『生け花カレン
ダー』の製作・複製及び納入」業
務委嘱

令和4年4月1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 30,030,000 29,529,500 98.3% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

3 「複合機の賃貸借・保守」業務委嘱 令和4年4月1日
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

東京都江東区豊洲２丁目２番１号 1011101015050 1 96,657,167 29,448,716 30.4% M 賃貸借 1-4 会計課

4
「府省共通システム等のサポー
トデスク設置」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社システナ 東京都港区海岸１丁目２番２０号 6010401088867 2 55,473,333 27,057,360 48.7% H
システム
関係

1-4 会計課

5
「クラウド型メールセキュリティラ
イセンス(TMEmS-Adv)」の購入

令和4年4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 2 34,258,950 21,897,810 63.9% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

6
「外国人在留支援センターにお
ける外務省ビザ・インフォメーショ
ン運営」業務委嘱

令和4年4月1日 ＯＮＥ－ＶＡＬＵＥ株式会社 東京都江東区亀戸２丁目４４番５号 1010401140970 7 21,355,871 15,496,676 72.5% J
その他業
務委嘱

7 領事局

7
「ApexOne拡張ライセンス(EDR)」
の購入

令和4年4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 3 16,855,285 11,762,383 69.7% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

8
「複合機の賃貸借・保守」業務委
嘱

令和4年4月1日
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

東京都江東区豊洲２丁目２番１号 1011101015050 1 4,335,887 2,021,734 46.6% M 賃貸借 1-4 会計課

9
「航空外交貨物の発送」業務委
嘱

令和4年4月1日 株式会社ＯＣＳ 東京都江東区辰巳３丁目９番２７号 5010401006994 1 － 118,249,786 － V 配送 1-5
在外公館
課

10
「医薬品及び医療用品類」の購
入

令和4年4月1日 岩渕薬品株式会社 東京都葛飾区立石５丁目１９番１９号 2040001046615 1 － 37,552,658 － L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

11
「外交貨物，外交行嚢及びその
他貨物の梱包」業務委嘱

令和4年4月1日 日本通運株式会社 東京都千代田区神田和泉町２番地 4010401022860 2 － 86,404,848 － V 配送 1-5
在外公館
課

12 「外交行嚢の発受」業務委嘱 令和4年4月1日
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会
社

東京都品川区東品川１丁目３７番８号 9010701006154 1 － 228,519,794 － V 配送 1-3
情報通信
課

13
「外務省本省庁舎電気供給」業
務委嘱

令和4年4月1日 丸紅新電力株式会社 東京都千代田区大手町１丁目４番２号 9010001137740 3 － 181,714,295 － L 物品購入 1-4 会計課

14
「外交定期刊行物の発送等」業
務委嘱

令和4年4月1日
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会
社

東京都品川区東品川１丁目３７番８号 9010701006154 1 － 61,932,759 － V 配送 1-3
情報通信
課

15 「一般小口荷物運送」業務委嘱 令和4年4月1日 佐川急便株式会社
京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番
地

8130001000053 2 － 29,311,359 － V 配送 1-3
情報通信
課

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
応札
者数

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）

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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

16
「外務省本省庁舎ガス供給」業
務委嘱

令和4年4月1日
東京電力エナジーパートナー株式会
社

東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 8010001166930 3 － 19,126,067 － L 物品購入 1-4 会計課

17
「外務省研修所等電気供給」業
務委嘱

令和4年4月1日 ゼロワットパワー株式会社 千葉県柏市若柴１７８番地４ 1040001089656 2 － 24,769,036 － L 物品購入 1-4 会計課

18
「人事給与関係業務システムの
運用」業務委嘱

令和4年4月4日 株式会社ＳＲＡ 東京都豊島区南池袋２丁目３２番８号 9013301019435 2 88,440,000 62,964,000 71.1% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

19

「『内外発信のための多層的ネッ
トワーク構築』に係るウェブプラッ
トフォーム用コンテンツ制作等」
業務委嘱

令和4年4月8日 クレアブ株式会社 東京都港区愛宕２丁目５番１号 1010401085687 1 44,544,500 26,400,000 59.2% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

20

「海外向け政策論調発信ウェブ
誌『Discuss Japan - Japan
Foreign Policy Forum』（英語及
び中国語）の制作・運営及び管
理」業務委嘱

令和4年4月18日 株式会社ジャパンジャーナル
東京都千代田区神田須田町１丁目８番
３号

8010001087433 1 24,929,520 24,511,520 98.3% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

21
「海外向けグラフィック日本事情
発信誌『にぽにか（niponica）』の
制作・複製及び納入」業務委嘱

令和4年4月28日 株式会社平凡社
東京都千代田区神田神保町３丁目２９
番地

6010001073699 4 37,387,900 36,819,200 98.4% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

22

「外務省IT広報業務の業務・シス
テム最適化にかかるプロジェク
ト・マネジメント・オフィス支援」業
務委嘱

令和4年5月30日
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス
株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号 3010601042627 1 71,368,000 70,400,000 98.6% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

23 「緊急備蓄品二式」の購入 令和4年6月2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 28,823,000 17,263,002 59.8% L 物品購入 1-5
在外公館
課

24
「領事手数料のクレジットカード
納付に係る決済代行サービス」
業務委嘱

令和4年6月16日 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３丁目３番３号 9010601021385 1 2,411,000,000 2,108,029,000 87.4% J
その他業
務委嘱

7 領事局

25
「証明オンライン申請システムに
係る設計開発」業務委嘱

令和4年6月16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 2 215,000,000 197,670,000 91.9% H
システム
関係

7 領事局

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

3,537,249,503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
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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4年4月１日～6月30日）

1
「経済連携協定（ＥＰＡ）に基づくインド
ネシア人看護師・介護福祉士候補者に
対する日本語研修」業務委嘱

令和4年4月1日
一般財団法人海外産業人材育成協
会

東京都足立区千住東１丁目３０番１
号

9010005018986 2 720,368,274 713,946,385 99.1% Y 研修 10
アジア大
洋州局

2
「中国若手行政官等長期育成支援」業
務委嘱

令和4年4月1日
一般財団法人日本国際協力セン
ター

東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 6011105000218 2 301,333,059 294,235,376 97.6% S
（目）委託

費
10

アジア大
洋州局

3 「自動車運行管理」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社セノン 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 3011101023258 3 218,372,215 189,143,020 86.6% U 輸送 1-4 会計課

4
「北朝鮮、中国及びロシアを主とするモ
ニタリング情報の提供・配信等」業務委
嘱

令和4年4月1日 一般財団法人ラヂオプレス 東京都新宿区若松町３３番８号 1011105005403 1 170,276,700 170,276,700 100.0% I
情報配信・
モニタリン

グ
8

国際情報
統括官

5
「中国における遺棄化学兵器に関する
現地調査」業務委嘱

令和4年4月1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 1 136,369,150 132,145,821 96.9% S
（目）委託

費
10

アジア大
洋州局

6
「テロ組織及びテロリスト情報の収集・
解析」業務委嘱

令和4年4月1日 公益財団法人中東調査会 東京都新宿区西新宿７丁目３番１号 4011105005359 1 18,307,000 18,291,741 99.9% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

7
「政府開発援助等の統計に関する各種
報告書作成及び関連資料作成」業務
委嘱

令和4年4月1日
株式会社アドービジネスコンサルタ
ント

東京都中央区日本橋浜町２丁目３１
番１号

8010001086427 1 13,596,000 13,596,000 100.0% B 調査・研究 5
国際協力
局

8
「帰国者向け新型コロナウイルス・ワク
チン接種コールセンターの設置及び運
営」業務委嘱

令和4年4月1日 Ａｓｉａ　Ｈｏｔｌｉｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ株式会社 東京都中野区本町３丁目３０番４号 6011101086491 7 12,566,400 12,296,900 97.8% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

9
「国際裁判機関等インターンシップ支
援事業」業務委嘱

令和4年4月1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 1 11,858,000 11,831,783 99.7% S
（目）委託

費
6 国際法局

10
「北朝鮮情勢に関する調査分析報告書
等の作成、納入」業務委嘱

令和4年4月1日 一般財団法人ラヂオプレス 東京都新宿区若松町３３番８号 1011105005403 1 11,467,170 11,467,170 100.0% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

11 「ウィルス対策ソフトウェア」の購入 令和4年4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 5 14,000,000 11,249,986 80.3% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

12
「旅費等各種システム（旅費システム
機能）における入力業務」業務委嘱

令和4年4月1日
一般社団法人国際交流サービス協
会

東京都中央区新川１丁目１７番１８
号

8010005002644 1 12,676,950 10,833,900 85.4% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

13
「成田国際空港内の要人接遇等」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川２丁目３番１１
号

8010701012863 2 12,540,000 9,900,000 78.9% C
招聘・賓客
接遇

1-1
官房総務
課

14
「外務省沖縄担当大使公用車及び沖
縄事務所公用車運転」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社セノン
沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目６
番４号

3011101023258 1 9,643,350 8,075,661 83.7% U 輸送 1-1
官房総務
課

一部単価契約

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
応札
者数

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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

15
「外交史料館が所蔵する特定歴史公
文書等の写しの交付等に係る複写」業
務委嘱

令和4年4月1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 7,634,242 7,625,387 99.8% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課 一部単価契約

16
「各国・地域の新型コロナウイルス感染
者数等のデータ収集・資料作成」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社エス・ティー・ワールド
東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番７
号

6011001011401 3 7,616,400 5,643,000 74.0% I
情報配信・
モニタリン

グ
7 領事局

17
「主要紙朝刊クリッピング資料作成」業
務委嘱

令和4年4月1日 ソーシャルワイヤー株式会社 東京都港区芝浦３丁目９番１号 3011101058626 2 7,974,780 5,095,200 63.8% I
情報配信・
モニタリン

グ
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

18 「国際情勢調査分析ユニット」業務委嘱 令和4年4月1日 一般財団法人ラヂオプレス 東京都新宿区若松町３３番８号 1011105005403 1 4,065,600 4,065,600 100.0% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

19
「ネットワークアタッチドストレージ（ＮＡ
Ｓ）」の購入

令和4年4月1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 4 5,946,270 4,032,325 67.8% L 物品購入 7 領事局

20 「配備タブレット用消耗品」の購入 令和4年4月1日 株式会社セイエイ
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１
丁目１番５号

9290801013485 1 3,906,188 3,841,365 98.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

21 「外務省沖縄事務所警備」業務委嘱 令和4年4月1日 中央警備保障株式会社 沖縄県那覇市字識名１２０３番地１ 2360001001406 3 3,927,000 3,630,000 92.4% J
その他業
務委嘱

11 北米局

22
「外務省専門職員採用試験の東京会
場提供業務」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社テーオーシー
東京都品川区西五反田７丁目２２番
１７号

1010701006145 2 5,107,300 2,739,000 53.6% M 賃貸借 1-2 人事課

23
「イラン及びイラク等湾岸情勢調査・分
析ユニット」業務委嘱

令和4年4月1日 公益財団法人中東調査会
東京都千代田区平河町１丁目１番１
号

4011105005359 2 2,960,312 2,669,744 90.1% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

24
「成田国際空港フライト情報の提供及
びビデオ表示器使用」契約

令和4年4月1日 空港情報通信株式会社 千葉県成田市古込字古込１番地１ 8040001045891 1 2,534,400 2,534,400 100.0% I
情報配信・
モニタリン

グ
1-1

官房総務
課

25 「公用車の点検等実施」業務委嘱 令和4年4月1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 2 3,460,003 3,162,840 91.4% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

26 「経済関連データベース」利用契約 令和4年4月1日 リフィニティブ・ジャパン株式会社 東京都港区赤坂５丁目３番１号 2010401031962 2 2,785,000 2,455,200 88.1% I
情報配信・
モニタリン

グ
4 経済局

27 「名刺作成プリンター保守」業務委嘱 令和4年4月1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 2 1,696,200 1,652,640 97.4% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

28
「国内啓発宣伝資料の送付・管理」業
務委嘱

令和4年4月1日 株式会社日旅物流 埼玉県戸田市笹目北町１２番地の２ 5030001020584 1 1,928,564 1,649,037 85.5% V 配送 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

一部単価契約

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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

29 「新聞朝刊見出し資料作成」業務委嘱 令和4年4月1日 ソーシャルワイヤー株式会社 東京都港区芝浦３丁目９番１号 3011101058626 2 1,557,600 1,227,600 78.8% I
情報配信・
モニタリン

グ
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

30 「郵便物の発送業務」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社丸運
東京都中央区日本橋小網町７番２
号

5010001141787 3 2,004,750 1,069,200 53.3% V 配送 1-3
情報通信
課

31 「外国新聞・雑誌の購読」契約 令和4年4月1日 株式会社穂高書店
東京都千代田区神田神保町１丁目
１５番地

3010001029299 3 － 5,205,053 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

32 「外国新聞・雑誌」購読契約 令和4年4月1日 株式会社ＯＣＳ 東京都江東区辰巳３丁目９番２７号 5010401006994 3 － 14,527,194 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

33 「外国新聞・雑誌の購読」契約 令和4年4月1日 株式会社ＯＣＳ 東京都江東区辰巳３丁目９番２７号 5010401006994 1 － 2,995,920 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

34
「非常勤職員の社会保険手続等」業務
委嘱

令和4年4月1日
社会保険労務士法人キャストグロー
バル

東京都千代田区神田小川町１丁目
３番地１

4010005030368 1 － 5,233,690 － J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

35
「外務省国際会議室等における同時通
訳設備及び音響設備の運用」業務委
嘱

令和4年4月1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 1 － 27,495,985 － D
事業実施・
会議運営

1-4 会計課 複数単価契約

36
「在外公館向け雑誌等定期刊行物」の
購入

令和4年4月1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 － 9,673,548 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

複数単価契約

37
「飯倉公館及び麻布台別館の生け花
製作及び観葉植物レンタル」業務委嘱

令和4年4月1日 一般社団法人アプローズ 東京都港区南青山４丁目３番２４号 2010405012447 5 － 1,698,950 － F
施設維持
管理

1-4 会計課 複数単価契約

38 「旅券システム用消耗品」の購入 令和4年4月1日 富士通コワーコ株式会社
神奈川県川崎市中原区下小田中２
丁目１２番５号

7020001063194 1 － 1,905,750 － L 物品購入 7 領事局 単価契約

39
「外務本省等の廃棄物搬出処理」業務
委嘱

令和4年4月1日 広陽サービス株式会社 東京都江東区辰巳３丁目７番８号 8010001016251 1 － 9,462,118 － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課 複数単価契約

40 「定期刊行物（邦字雑誌）」購読契約 令和4年4月1日 有限会社中村書店 埼玉県川口市芝中田１丁目９番８号 9030002105629 2 － 7,320,989 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

41
「ハーグ条約に基づく申請書類及び裁
判手続における翻訳支援」業務委嘱

令和4年4月1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 － 8,025,500 － A 通訳 7 領事局 複数単価契約

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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

42 「公用車用タイヤ供給等」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社タイヤサービス 東京都千代田区隼町３番地１９号 5010001022368 2 － 2,262,700 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

43
「在外公館医務官室用定期刊行物」購
読契約

令和4年4月1日 株式会社志学書店
千葉県千葉市中央区亥鼻３丁目１
番２２号

9040001003064 3 － 6,512,325 － L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

44 「医薬品（ワクチン類）」の購入 令和4年4月1日 全国ワクチン株式会社
東京都新宿区大久保２丁目９番１２
号

1011101011066 2 － 1,256,046 － L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

45 「国旗等の製作・納入」業務委嘱 令和4年4月1日 カトウ商事株式会社
東京都千代田区神田神保町１丁目
４８番地

3010001014103 2 － 6,699,000 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

複数単価契約

46
「外務本省受付等の生け花制作及び
観葉植物レンタル」業務委嘱

令和4年4月1日 ＲＯＮＳＤＡＬＥ　ＧＡＲＤＥＮ
東京都町田市玉川学園５丁目９番１
２号

法人番号なし 4 － 2,257,200 － F
施設維持
管理

1-4 会計課 複数単価契約

47
「布製食卓クロス及びナプキンの制作・
納入」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社オーエムサービス
神奈川県横浜市港北区篠原台町３
１番１号

7020001022613 2 － 7,253,950 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

複数単価契約

48
「外務大臣等記者会見動画の撮影・編
集・アップロード」業務委嘱

令和4年4月1日 日本電算株式会社
東京都品川区上大崎２丁目２５番２
号

4013301009283 7 － 1,892,000 － I
情報配信・
モニタリン

グ
1-7

外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約

49 「事務用消耗品」の購入 令和4年4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 1 － 3,769,673 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

50
「英字紙に掲載される国際情勢関連及
び日本関連記事リストの作成・納入」業
務委嘱

令和4年4月1日 株式会社デジタルブラスト
東京都千代田区神田司町２丁目７
番９号

7030001128673 2 － 1,724,837 － B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

51 「会計課」労働者派遣契約 令和4年4月1日 ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５番２５
号

6011101018180 2 － 4,570,830 － N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

52
「広報文化外交戦略課」労働者派遣契
約

令和4年4月1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 1 － 4,557,465 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

53
「高速カラー複写機用コピー用紙」の購
入

令和4年4月1日 株式会社商運サービス 東京都練馬区高松５丁目１４番８号 2011601010780 1 － 2,108,700 － L 物品購入 1-1
官房総務
課

複数単価契約

54
「広報文化外交戦略課」労働者派遣契
約

令和4年4月1日
株式会社ＪＰキャリアコンサルティン
グ

東京都新宿区市谷田町３丁目８番
地

5010001141993 3 － 3,703,976 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

7



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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

55 「報道課」労働者派遣契約 令和4年4月1日 株式会社ハーフタイム 東京都新宿区四谷１丁目１８番６号 9011101059288 5 － 2,197,489 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

56 「リサイクルＰＰＣ用紙」の購入 令和4年4月1日 日商岩井紙パルプ株式会社 東京都港区赤坂１丁目１１番３０号 3010401094513 3 － 24,597,177 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

57 「リサイクルＰＰＣ用紙」の購入 令和4年4月1日 日商岩井紙パルプ株式会社 東京都港区赤坂１丁目１１番３０号 3010401094513 3 － 321,673 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

58 「リサイクルＰＰＣ用紙」の購入 令和4年4月1日 日商岩井紙パルプ株式会社 東京都港区赤坂１丁目１１番３０号 3010401094513 3 － 2,330,900 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

59 「紙類」の購入 令和4年4月1日 西ノ宮株式会社
東京都千代田区内神田１丁目１４番
５号

9010001025788 1 － 2,779,997 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

60
「広報文化外交戦略課」労働者派遣契
約

令和4年4月1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 6 － 3,418,098 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

61 「会計課」労働者派遣契約 令和4年4月1日 株式会社シグマスタッフ
東京都品川区上大崎２丁目２５番２
号

4010701023352 1 － 2,990,017 － N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

62 「開発協力企画室」労働者派遣契約 令和4年4月1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 2 － 3,190,225 － N 派遣職員 5
国際協力
局

単価契約

63 「国際貿易課」労働者派遣契約 令和4年4月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１丁目１７番３
号

3012401013378 3 － 2,178,222 － N 派遣職員 4 経済局 単価契約

64
「赴任前健康診断等臨床検査」業務委
嘱

令和4年4月1日 株式会社ビー・エム・エル
東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２１番
３号

7011001019237 1 － 1,562,859 － X
保険・健康
診断

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

65
「留学生関連情報資料等の航空便に
よる発送」業務委嘱

令和4年4月1日
株式会社ペガサスグローバルエクス
プレス

東京都江東区新木場１丁目８番１１
号

2010601040739 1 － 6,959,700 － V 配送 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約

66
「タクシーチケット（緊急タクシー）の供
給」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川２丁目３番１１
号

8010701012863 1 － @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金

67
「テレワーク実施における電話回線」利
用契約

令和4年4月1日 ブラステル株式会社 東京都墨田区横網２丁目６番２号 5010601030547 2 － 4,208,820 － R
通信回線
使用料

1-2 人事課 複数単価契約

8



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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

68
「記者会見記録、プレスリリース及びプ
レス向け資料等の翻訳」業務委嘱

令和4年4月1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 2 － 6,407,500 － A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約

69 「英文記事の翻訳」業務委嘱 令和4年4月1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 4 － 1,106,622 － A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

70
「在外公館所在地における生計費等調
査」業務委嘱

令和4年4月7日 マーサージャパン株式会社 東京都港区赤坂９丁目７番１号 5011101026184 1 14,996,300 14,996,300 100.0% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

71
「『2021年版開発協力白書』の英訳・印
刷・製本・発送等」業務委嘱

令和4年4月8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 9 6,151,750 4,180,000 67.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

72

「海外におけるテロ・誘拐等の緊急事
態及び同リスクの発生時における在留
邦人等向けインターネット広告実施」業
務委嘱

令和4年4月8日 株式会社オン・ザ・プラネット 東京都町田市南成瀬１丁目２番２号 7012301007484 2 4,174,500 4,068,900 97.4% P 印刷・製本 5
国際協力
局

73 「外交行嚢用封緘具」の購入 令和4年4月13日 ウニスト株式会社
東京都中央区日本橋小伝馬町１２
番５号

9010001071816 5 3,231,250 2,158,750 66.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

74 「旅券の高度化に係る調査」業務委嘱 令和4年4月15日
一般社団法人ビジネス機械・情報シ
ステム産業協会

東京都港区三田３丁目４番１０号 8010405010552 1 16,557,178 16,060,000 96.9% B 調査・研究 7 領事局

75
「ODA評価『トルコ国別評価』調査」業
務委嘱

令和4年4月18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 1 14,180,783 14,117,950 99.5% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

76
「ODA評価『タジキスタン国別評価』調
査」業務委嘱

令和4年4月18日
株式会社アジア共同設計コンサルタ
ント

神奈川県横浜市南区南太田１丁目
４６番７号

9020001043500 2 14,180,783 11,895,667 83.8% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

77
「ODA評価『ラオス国別評価』調査」業
務委嘱

令和4年4月18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 2 13,944,833 9,570,000 68.6% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

78 「文書裁断屑の売払い」契約 令和4年4月19日 株式会社國光 東京都台東区三ノ輪１丁目５番３号 5010501003140 2 － 1,650,000 － J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

単価契約

79
「総理大臣等外国訪問時の内外記者
会見等における同時通訳システム運
用・技術者派遣」業務委嘱

令和4年4月20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 1 － 13,637,166 － A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約

80 「タブレット端末等」の購入 令和4年4月27日 株式会社ＳＳマーケット
東京都八王子市子安町４丁目７番１
号

7010101010238 3 8,266,223 7,635,705 92.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

9



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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

81 「アフリカ開発会議運営」業務委嘱 令和4年5月17日

①株式会社ＪＴＢグローバルマーケ
ティング＆トラベル
②日本コンベンションサービス株式
会社

①東京都品川区東品川２丁目３番１
４号
②東京都千代田区霞が関１丁目４
番２号

①6010701015843
②2010001033161

3 260,618,661 179,467,834 68.8% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

三者契約

82
「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4年5月17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 22,623,700 8,276,400 36.5% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

83 「アフリカ開発会議事務局における複合
機の賃貸借・保守」業務委嘱

令和4年5月18日
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

東京都江東区豊洲２丁目２番１号 1011101015050 2 1,499,240 1,233,802 82.2% H
システム
関係

14
中東アフリ
カ局

一部単価契約

84
「外交史料館新展示室展示意匠作成」
業務委嘱

令和4年5月20日 株式会社丹青社 東京都港区港南１丁目２番７０号 3010501007440 2 7,282,000 6,490,000 89.1% K 物品製造 1-8
その他大
臣官房

85 「一般定期健康診断」業務委嘱 令和4年5月25日
一般財団法人日本がん知識普及協
会

東京都千代田区有楽町１丁目７番１
号

2010005006601 1 － 26,621,045 － X
保険・健康
診断

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

86 「TICAD事務局における事務用什器」賃貸
借契約

令和4年5月26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 1,994,593 1,595,000 79.9% M 賃貸借 14
中東アフリ
カ局

87
「『地方創生支援対外発信事業』（福島
県）開催」業務委嘱

令和4年6月3日 株式会社八芳園 東京都港区白金台１丁目１番６号 1010401024257 3 4,907,791 4,252,270 86.6% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

88
「『地域の魅力発信セミナー』開催」業
務委嘱

令和4年6月8日 株式会社八芳園 東京都港区白金台１丁目１番６号 1010401024257 4 2,935,865 2,928,156 99.7% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

89
「2023年G7サミット準備室における複
合機」賃貸借契約

令和4年6月8日
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

東京都江東区豊洲２丁目２番１号 1011101015050 2 2,361,010 1,792,032 75.9% M 賃貸借 4 経済局 一部単価契約

90
「2023年G7サミット準備室における事
務用什器類」賃貸借契約

令和4年6月20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 14,553,000 14,003,000 96.2% M 賃貸借 4 経済局

91

「ＯＤＡ評価『平成28年度対キューバ無
償資金協力（経済社会開発計画）』及
び『平成29年度対キューバ無償資金協
力（経済社会開発計画）』調査」業務委
嘱

令和4年6月20日
株式会社グローバル・グループ２１
ジャパン

東京都品川区東五反田１丁目９番７
－６０７号

7010001064945 3 10,738,183 9,418,488 87.7% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

92 「可動型車両ストッパー」の購入 令和4年6月21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 13,942,500 13,200,000 94.6% L 物品購入 1-4 会計課

93
「湾岸諸国との周年事業推進に資する
広報文化グッズ」の購入

令和4年6月22日 株式会社ニューコンセプト
大阪府大阪市淀川区西中島３丁目
１１番２４号山よし第１１ビル８

8120001057631 5 2,153,250 1,075,800 49.9% L 物品購入 14
中東アフリ
カ局

10



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4年4月１日～6月30日）

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

94
「在外公館向けクリスマスカードの制
作・納入」業務委嘱

令和4年6月24日 株式会社福井朝日堂
京都府京都市中京区三条通麩屋町
東入弁慶石町４０番地

9130001022311 1 - 10,956,000 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

95 「iOS対応型携帯電話」賃貸借契約 令和4年6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 1 4,900,000 1,917,186 39.1% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

96
「障害者の権利に関する条約第１回日
本政府報告審査における同時通訳」業
務委嘱

令和4年6月28日 ＮＯＶＡホールディングス株式会社
東京都品川区東品川２丁目３番１２
号

2010001139553 2 4,291,350 3,784,000 88.1% A 通訳 2
総合外交
政策局

件数： 96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

2,253,727,130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
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別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

1
「警備専門員による守衛補助等」
業務委嘱

令和4年4月1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 2 17,641,800 16,830,000 95.3% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

2

「国賓、公賓又は公式実務訪問
賓客等の迎賓館赤坂離宮にお
ける接遇のためのケータリング
サービス」業務委嘱

令和4年4月1日

株式会社西武・プリンスホテ
ルズワールドワイド
（グランドプリンスホテル高
輪）

東京都港区高輪３丁目１３番１号 3013301048431 4 － 64,388,066 － C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典 複数単価契約

3
「国際情勢専門家等との協議実
施関連事業に係る接遇等」業務
委嘱

令和4年4月1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 1 － 5,993,911 － C
招聘・賓客
接遇

8
国際情報
統括官

複数単価契約

4

「国賓、公賓又は公式実務訪問
賓客等の京都迎賓館における接
遇のためのケータリング」業務委
嘱

令和4年4月1日
株式会社西武・プリンスホテ
ルズワールドワイド
（ザ・プリンス京都宝ヶ池）

京都府京都市左京区岩倉幡枝町１
０９２番地２

3013301048431 2 － 8,657,332 － C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典 複数単価契約

5
「海外出張等に際してのWi－Fi
ルータの借上」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ビジョン 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 9011101033243 2 － 4,271,769 － M 賃貸借 1-4 会計課 複数単価契約

6
「海外出張等に際してのWi－Fi
ルータの借上」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ジェイ・アンド・ワイ 東京都中央区銀座４丁目９番５号 1010001141543 2 － 979,621 － M 賃貸借 1-4 会計課 複数単価契約

7
「外国訪問に際しての公用品等
荷物集荷・運搬・出入国手続等」
業務委嘱

令和4年4月1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２
５号

4120001126778 4 － 404,470 － V 配送 1-6 儀典 複数単価契約

8 「配備用タブレット」賃貸借契約 令和4年5月18日 株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町２丁目１１番
１号

1010001067912 2 3,565,000 1,193,280 33.4% M 賃貸借 1-3
情報通信

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

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
応札
者数

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

102,718,449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
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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4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数

1 「難民等救援」業務委嘱 令和4年4月1日
公益財団法人アジア福祉教育
財団

東京都港区南麻布５
丁目１番２７号

7010405010413
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）。

407,074,000 407,074,000 100.0% S （目）委託
費

2 総合外交
政策局

1

2 「難民等定住支援事業」業務
委嘱

令和4年4月1日
公益財団法人アジア福祉教育
財団

東京都港区南麻布５
丁目１番２７号

7010405010413
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）。

266,411,000 266,411,000 100.0% S （目）委託
費

2 総合外交
政策局

1

3 「国際ニュースモニタリング
サービス」業務委嘱

令和4年4月1日 一般財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町
３３番８号

1011105005403
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）。

258,279,000 257,672,108 99.7% I
情報配信・
モニタリン
グ

7 領事局 1

4
「公邸料理人の募集、育成、
渡航等支援」業務委嘱

令和4年4月1日
一般社団法人国際交流サービ
ス協会

東京都中央区新川１
丁目１７番１８号

8010005002644
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）。

98,120,000 98,102,265 99.9% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

1

5 「SNSからの緊急事態情報収
集」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田
町２丁目１１番１号

1010001067912
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）。

57,717,000 57,717,000 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

7 領事局 2

6

「日本ＮＧＯ連携無償資金協
力案件及び国際開発協力関
係民間公益団体補助金案件
審査」業務委嘱

令和4年4月1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
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）。

50,772,000 48,999,500 96.5% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

2

7 「ＮＧＯインターン・プログラム」
業務委嘱

令和4年4月1日
公益社団法人青年海外協力
協会

長野県駒ヶ根市中央
１６番７号

8010005019069
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）。

20,978,000 20,977,917 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1

8
「太平洋経済協力会議
（PECC)に関する事務局運営」
業務委嘱

令和4年4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
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）。

13,740,690 13,740,690 100.0% D 事業実施・
会議運営

4 経済局 1

9 「北方四島医療支援促進事
業」業務委嘱

令和4年4月1日
公益社団法人千島歯舞諸島
居住者連盟

北海道札幌市中央区
北四条西３丁目１番
地

2430005000850
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）。

12,602,000 12,601,428 99.9% D 事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

10
「ＮＧＯスタディ・プログラム」業
務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人国際協
力エヌジーオーセンター

東京都新宿区西早稲
田２丁目３番１８号

3011105002654
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）。

11,895,000 11,782,912 99.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

1

11 「第４部語学研修（Ⅰ期）」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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）。

11,762,000 9,559,990 81.2% Y 研修 9 研修所 3

12 「第４部語学研修（中途採用
者）」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社アヴァンティスタッフ
東京都中央区日本橋
兜町６番７号

1010001061972
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）。

7,308,000 6,821,270 93.3% Y 研修 9 研修所 2

13 「第４部語学研修（Ⅲ期）」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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）。

7,813,000 6,477,680 82.9% Y 研修 9 研修所 3

14 「第４部語学研修（Ⅱ期）」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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）。

7,781,000 6,405,080 82.3% Y 研修 9 研修所 3

15 「第４部語学研修（Ⅳ期）（非英
語）」業務委嘱

令和4年4月1日 学校法人佐野学園
東京都千代田区内神
田２丁目１３番１３号

3010005002327
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）。

5,436,000 5,428,560 99.8% Y 研修 9 研修所 2

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 随意契約理由 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）

④ 企画競争に基づく随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数
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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

16 「サハリン特報等資料作成」業
務委嘱

令和4年4月1日 一般財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町
３３番８号

1011105005403
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）。

5,060,000 5,059,824 99.9% B 調査・研究 13 欧州局 1

17 「第４部語学研修（Ⅳ期）（英
語）」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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）。

4,984,000 3,764,530 75.5% Y 研修 9 研修所 3

18 「新入省員に対する実務英語
集中研修」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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）。

3,656,400 3,479,520 95.1% Y 研修 9 研修所 1

19
「NGO研究会『国際協力にお
けるジェンダー主流化に向け
た課題と実践』」業務委嘱

令和4年4月1日
公益財団法人プラン・インター
ナショナル・ジャパン

東京都世田谷区三軒
茶屋２丁目１１番２２
号

7010905002257
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）。

4,111,500 3,373,480 82.0% B 調査・研究 5 国際協力
局

1

20 「ＮＧＯ相談員制度（北海道ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
一般財団法人北海道国際交
流センター

北海道函館市元町１
４番１号

7440005000168
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）。

2,857,600 2,857,558 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1

21 「ＮＧＯ相談員制度（東北ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日 認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ
山形県山形市荒楯町
１丁目１７番４０号

4390005001075
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）。

2,857,600 2,857,150 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1

22 「ＮＧＯ相談員制度（四国ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人えひめグ
ローバルネットワーク

愛媛県松山市東雲町
５番６号

8500005002033
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）。

2,857,600 2,857,000 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1

23 「ＮＧＯ相談員制度（九州ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人ＮＧＯ福
岡ネットワーク

福岡県福岡市博多区
博多駅前３丁目６番１
号

1290005004041
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）。

2,857,600 2,856,160 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1

24 「ＮＧＯ相談員制度（中部・北
陸ブロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人名古屋
エヌジーオーセンター

愛知県名古屋市中区
新栄町２丁目３番地

7180005005284
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）。

2,857,600 2,854,502 99.8% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

2

25 「ＮＧＯ相談員制度（関東ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人国際協
力エヌジーオーセンター

東京都新宿区西早稲
田２丁目３－１８

3011105002654
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）。

2,857,600 2,853,543 99.8% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

6

26 「ＮＧＯ相談員制度（中部・北
陸ブロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人アイキャ
ン

愛知県名古屋市中区
大須３丁目５番４号

6180005005310
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）。

2,857,600 2,849,242 99.7% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

2

27 「ＮＧＯ相談員制度（近畿ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日 公益財団法人ＰＨＤ協会
兵庫県神戸市長田区
神楽町３丁目７番４号

4140005013104
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）。

2,857,600 2,826,590 98.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

3

28 「ＮＧＯ相談員制度（中国ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人ＡＭＤＡ
社会開発機構

岡山県岡山市北区蕃
山町４番５号

4260005003010
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）。

2,857,600 2,821,923 98.7% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

2

29 「ＮＧＯ相談員制度（近畿ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人関西ＮＧ
Ｏ協議会

大阪府大阪市北区茶
屋町２番３０号

7120005008524
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）。

2,857,600 2,818,326 98.6% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

3

30 「ＮＧＯ相談員制度（沖縄ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人沖縄ＮＧ
Ｏセンター

沖縄県宜野湾市宜野
湾３丁目２３番５２号

7360005003047
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）。

2,857,600 2,815,554 98.5% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

1
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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4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数
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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

31 「ＮＧＯ相談員制度（近畿ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人テラ・ル
ネッサンス

京都府京都市下京区
五条高倉角堺町２１
番地

8130005005833
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）。

2,857,600 2,780,391 97.2% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

4

32 「ＮＧＯ相談員制度（関東ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人開発教
育協会

東京都文京区小石川
２丁目１７番４１号

5010005007456
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）。

2,857,600 2,716,640 95.0% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

6

33 「ＮＧＯ相談員制度（関東ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人日本国
際ボランティアセンター

東京都台東区上野５
丁目２２番１号

1010505001103
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）。

2,857,600 2,223,259 77.8% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

6

34 「英語電子メール添削研修」業
務委嘱

令和4年4月1日
株式会社シェーンコーポレー
ション

東京都千代田区内神
田２丁目１２番５号

2010001142210
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）。

2,231,000 1,980,000 88.7% Y 研修 9 研修所 1

35

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日 東京弁護士会
東京都千代田区霞が
関１丁目１番３号

5010005003967
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）。

1,847,000 1,847,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 6

36

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日 愛知県弁護士会
愛知県名古屋市中区
三の丸１丁目４番２号

9180005004301
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）。

1,847,000 1,843,814 99.8% D 事業実施・
会議運営

7 領事局 6

37

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日 第二東京弁護士会
東京都千代田区霞が
関１丁目１番３号

3010005003969
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）。

1,847,000 1,835,614 99.3% D 事業実施・
会議運営

7 領事局 6

38

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日 第一東京弁護士会
東京都千代田区霞が
関１丁目１番３号

4010005003968
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）。

1,847,000 1,833,100 99.2% D 事業実施・
会議運営

7 領事局 6

39

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日 福岡県弁護士会
福岡県福岡市中央区
六本松４丁目２番５号

4290005002892
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）。

1,847,000 1,824,531 98.7% D 事業実施・
会議運営

7 領事局 6

40

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（ハーグ
条約）：外部機関による裁判外
紛争解決事業」業務委嘱

令和4年4月1日
公益社団法人民間総合調停
センター

大阪府大阪市北区西
天満１丁目１２番５号

5120005011505
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）。

1,847,000 1,800,000 97.4% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 6

41 「ＮＧＯ相談員制度（関東ブ
ロック）」業務委嘱

令和4年4月1日
特定非営利活動法人難民を助
ける会

東京都品川区上大崎
２丁目１２番２号

2010705000721
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）。

2,857,600 933,543 32.6% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

6

42
「在外公館赴任前研修及び中
堅研修におけるメディアトレー
ニング」業務委嘱

令和4年4月1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、同社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）。

－ 13,761,000 － Y 研修 9 研修所 複数単価契約 1

43 「外務大臣等の記者会見等に
おける同時通訳」業務委嘱

令和4年4月1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）。

－ 23,584,000 － A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 2

44 「在外公館専門調査員派遣」
業務委嘱

令和4年4月4日
一般社団法人国際交流サービ
ス協会

東京都中央区新川１
丁目１７番１８号

8010005002644
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）。

347,255,732 347,225,000 99.9% N 派遣職員 1-2 人事課 1

45

「『ビジネスと人権』に関する行
動計画の実施を通した日本企
業における人権デュー・ディリ
ジェンス導入促進事業」業務
委嘱

令和4年4月6日
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

東京都港区虎ノ門５
丁目１１番２号

3010401011971
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）。

55,000,000 54,142,440 98.4% D 事業実施・
会議運営

2 総合外交
政策局

1
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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4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数
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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

46

「『内外発信のための多層的
ネットワーク構築』我が国外交
政策に係るオンライン講座実
施」業務委嘱

令和4年4月7日
国立大学法人政策研究大学
院大学

東京都港区六本木７
丁目２２番１号

5010405004953
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）。

7,810,000 7,772,233 99.5% S （目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

47
「内外発信のための多層的
ネットワーク構築事業接遇」業
務委嘱

令和4年4月7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）。

－ 22,348,750 － S （目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 3

48 「在外公館派遣員派遣」業務
委嘱

令和4年4月11日
一般社団法人国際交流サービ
ス協会

東京都中央区新川１
丁目１７番１８号

8010005002644
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）。

304,601,344 304,569,999 99.9% N 派遣職員 1-2 人事課 1

49 「在外公館派遣員派遣」業務
委嘱

令和4年4月11日
一般社団法人国際交流サービ
ス協会

東京都中央区新川１
丁目１７番１８号

8010005002644
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）。

73,596,103 73,559,999 99.9% N 派遣職員 1-2 人事課 1

50 「日本・モンゴル学生フォーラ
ム」業務委嘱

令和4年4月13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
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）。

10,736,000 10,735,450 99.9% D 事業実施・
会議運営

10 アジア大
洋州局

3

51 「戦略的な情報発信のための
外部専門家活用」業務委嘱

令和4年4月14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）。

－ 6,797,230 － I
情報配信・
モニタリン
グ

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 1

52 「外務省のオフィス改革に関す
るコンサルティング」業務委嘱

令和4年4月15日
明豊ファシリティワークス株式
会社

東京都千代田区平河
町２丁目７番９号

7010001072436
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）。

13,400,000 13,178,000 98.3% J その他業
務委嘱

1-4 会計課 3

53 「外国メディア向けプレスツ
アー」業務委嘱

令和4年4月20日
公益財団法人フォーリン・プレ
スセンター

東京都千代田区内幸
町２丁目２番１号

7010005016604
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）。

－ 16,898,970 － D 事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 1

54 「戦略的実務者招へい事業に
係る接遇等」業務委嘱

令和4年4月20日
一般社団法人国際交流サービ
ス協会

東京都中央区新川１
丁目１７番１８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）。

－ 108,363,080 － C 招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 2

55

「西語、中国語、朝鮮語、露
語、独語、アラビア語通訳研修
及び中国語同時通訳研修」業
務委嘱

令和4年4月22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）。

16,550,000 16,514,080 99.7% Y 研修 1-2 人事課 2

56 「仏語通訳研修」業務委嘱 令和4年4月22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）。

5,800,000 5,798,760 99.9% Y 研修 1-2 人事課 2

57 「英語通訳研修」業務委嘱 令和4年4月22日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊
崎３丁目２０番１号

8120001060882
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 4,954,950 99.0% Y 研修 1-2 人事課 1

58
「『日英２１世紀委員会第３９回
合同会議』日本側事務局運
営」業務委嘱

令和4年4月26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）。

12,629,000 12,628,917 99.9% D 事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

59
「ＴＩＣＡＤ８特設ホームページ
作成・コンテンツ掲載関連」業
務委嘱

令和4年4月26日 株式会社フロッグカンパニー
神奈川県横浜市中区
常盤町４丁目４２番地

6020001049772
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 4,950,000 99.0% H システム
関係

14 中東アフリ
カ局

1

60 「ソーシャルメディア発信者招
へい事業」業務委嘱

令和4年4月28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）。

－ 18,047,895 － C 招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

複数単価契約 3
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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4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数
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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

61

「海外向け政策広報動画の制
作並びに海外テレビネットワー
ク及びWeb・ソーシャルメディア
における広報」業務委嘱

令和4年5月2日 株式会社電通
東京都港区東新橋１
丁目８番１号

5010401143788
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）。

148,947,000 148,947,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

62

「NGO研究会『日本の国際協
力NGOの資金調達リデザイン
化と財務内容の強化』」業務委
嘱

令和4年5月2日
特定非営利活動法人関西ＮＧ
Ｏ協議会

大阪府大阪市北区茶
屋町２番３０号

7120005008524
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）。

4,111,500 4,111,490 99.9% B 調査・研究 5
国際協力
局

1

63

「海外テレビ局提供・海外広報
用日本紹介映像資料『JAPAN
VIDEO TOPICS』の制作・複製
及び納入」業務委嘱

令和4年5月18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）。

31,200,000 31,198,860 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

一部単価契約 3

64
「日米交流の促進・相互理解
の増進のためのプロジェクト」
業務委嘱

令和4年5月23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）。

19,916,000 19,913,121 99.9% J その他業
務委嘱

11 北米局 3

65 「開発協力関係者を通じた情
報収集・発信事業」業務委嘱

令和4年5月30日
株式会社エフビーアイ・コミュ
ニケーションズ

東京都新宿区新宿２
丁目３番１５号

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）。

2,177,000 2,176,790 99.9% I
情報配信・
モニタリン
グ

5 国際協力
局

2

66 「『在外公館施設の整備基準』
の改訂」業務委嘱

令和4年5月25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
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）。

10,367,500 9,570,000 92.3% G 工事・建築
サービス

1-5 在外公館
課

2

67 「外国報道関係者招へいに係
る接遇」業務委嘱

令和4年6月24日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川
２丁目３番１１号

8010701012863
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）。

－ 26,540,975 － C 招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 3

68 「グローバルフェスタ
JAPAN2022事務局」業務委嘱

令和4年6月27日
株式会社プランニングオフィス
エスエムエス

大阪市中央区常盤町
一丁目３番８号

8120001088825
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）。

39,000,000 38,993,900 99.9% D 事業実施・
会議運営

5 国際協力
局

5

69

「東アジア・シンクタンク・ネット
ワーク作業部会『東アジアにお
けるカーボンニュートラルの達
成に向けて』開催支援」業務委
嘱

令和4年6月29日
公益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
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）。

4,379,000 4,377,192 99.9% D 事業実施・
会議運営

10 アジア大
洋州局

1

件数： 69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

2,649,994,275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
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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4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数

1
「ＣＴＢＴ国内運用体制整備
等」業務委嘱

令和4年4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

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）。

594,977,000 594,977,000 100.0% S
（目）委託

費
3

軍縮不拡
散・科学

部
1

2
「国賓・公賓等の国旗，絨毯
等保管委託」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海
町５丁目２番２号

4011701000317

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）。

3,500,640 3,500,640 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典 1

3
「外務省専門職員採用試験
の関西会場提供」業務委嘱

令和4年4月1日
株式会社ティーケー
ピー

東京都新宿区市谷八
幡町８番地

7010001105955

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）。

2,052,415 2,052,415 100.0% M 賃貸借 1-2 人事課 1

4
「国賓・公賓等の歓迎用街
路旗（レンタル）設置・撤去」
業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海
町５丁目２番２号

4011701000317

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）。

－ 18,458,736 － C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典 複数単価契約 1

5
「国賓・公賓等の歓迎行事
式典準備」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海
町５丁目２番２号

4011701000317

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）。

－ 3,379,549 － C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典 複数単価契約 1

6 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
株式会社グリーン
キャブ

東京都新宿区戸山３
丁目１５番１号

2011101023399
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

7 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
東京都個人タクシー
協同組合

東京都中野区弥生町
５丁目６番６号

6011205000092
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

8 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
日個連東京都営業協
同組合

東京都豊島区南大塚
１丁目２番１２号

2013305000538
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

9 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日 東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋
本町４丁目１５番１１
号

1010001129530
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

10 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日 東京無線協同組合
東京都新宿区百人町
２丁目１８番１２号

3011105004428
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

11 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
日の丸自動車株式会
社

東京都文京区後楽１
丁目１番８号

4010001006660
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

12 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
チェッカーキャブ無線
協同組合

東京都中央区銀座８
丁目１１番１号

5010005001475
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

13 「タクシーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
東都タクシー無線協
同組合

東京都豊島区西池袋
５丁目１３番１３号

7013305000491
公募を実施した結果、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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 8

14 「ＥＴＣカード」利用契約 令和4年4月1日
トヨタファイナンス株
式会社

愛知県名古屋市西区
牛島町６番１号

8010601027383

公募を実施した結果、応募がなかったため契約
実績を唯一有し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）。

－ @420他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金 1

15
「北方四島住民招へい事業
（北海道本島」業務委嘱

令和4年4月4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）。

51,232,841 51,232,841 100.0% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局 1

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 随意契約理由 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）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）
備考２

応募者数
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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

16
「北方四島住民招へい事業
（北海道本島以外）」業務委
嘱

令和4年4月4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）。

34,155,227 34,155,227 100.0% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局 1

件数： 16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

707,756,408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
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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4年4月１日～6月30日）

1 「在外公館専門調査員派遣」業務委嘱 令和4年4月1日
一般社団法人国際交
流サービス協会

東京都中央区新川１丁目１７番
１８号

8010005002644

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

1,936,113,000 1,936,113,000 100.0% N 派遣職員 1-2 人事課

2 「在外公館派遣員派遣」業務委嘱 令和4年4月1日
一般社団法人国際交
流サービス協会

東京都中央区新川１丁目１７番
１８号

8010005002644

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

1,706,370,257 1,706,370,257 100.0% N 派遣職員 1-2 人事課

3 「在外公館技術派遣員派遣」業務委嘱 令和4年4月1日
一般社団法人国際交
流サービス協会

東京都中央区新川１丁目１７番
１８号

8010005002644

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

275,432,296 275,432,296 100.0% N 派遣職員 1-2 人事課

4 「在外公館における警備指導」業務委嘱 令和4年4月1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

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

187,773,816 187,773,816 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

5
「在外公館職員用Microsoft社ライセン
ス」の賃貸借契約

令和4年4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

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）。

170,802,060 170,802,060 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

6 「時事通信ニュース」受信契約 令和4年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５丁目１５番
８号

7010001018703

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

160,360,992 160,360,992 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

7
「平成30年度調達パソコン用Microsoft
社アップグレードライセンス等」賃貸借契
約

令和4年4月1日

①富士通Ｊａｐａｎ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

①5010001006767
②6010401015821

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）。

139,781,620 139,781,620 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

8 「共同通信ニュース」受信契約 令和4年4月1日
一般社団法人共同通
信社

東京都港区東新橋１丁目７番１
号

4010405008740

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

123,062,988 123,062,988 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

9
「在外本官用パソコン用Microsoft社ライ
センス」賃貸借契約

令和4年4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

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）。

112,274,448 112,274,448 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

10
「Microsoft社プロフェッショナルサポート
等」業務委嘱

令和4年4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

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）。

97,055,640 97,055,640 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

11
「人事給与関係業務システムの保守」業
務委嘱

令和4年4月1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
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）。

83,160,000 83,160,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

12
「外務大臣のベルギー訪問に係る小型
航空機借上」業務委嘱

令和4年4月1日
ＡＮＡビジネスジェット
株式会社

東京都港区西新橋１丁目１８番
６号

9010401139007

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）。

79,226,000 79,226,000 100.0% U 輸送 13 欧州局

13 「在外公館における警備指導」業務委嘱 令和4年4月1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

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

77,419,574 77,419,574 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

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 随意契約理由 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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

14
「会計統合システム参照用ブラウザIE11
のサポート切れに伴うシステム改修作
業」業務委嘱

令和4年4月1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、
現行システムの構築を行った本契約
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）。

74,045,400 74,045,400 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

15
「証拠書類電子化システムとの連携によ
るシステム改修」業務委嘱

令和4年4月1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

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）。

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

1-4 会計課

16
「帰国者向け新型コロナウイルス・ワクチ
ン接種支援」業務委嘱

令和4年4月1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）。

63,906,886 63,906,886 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

17
「領事業務情報システムにおける個別シ
ステム（査証事務支援システム）のアプ
リケーション保守」業務委嘱

令和4年4月1日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１丁目７番１
２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）。

57,657,600 57,657,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

18
「統合Web環境：Webコンテンツ管理・運
用」業務委嘱

令和4年4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

当該業者は複数年の契約を前提とし
て実施した一般競争入札の落札業者
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）。

54,602,460 54,602,460 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

一部単価契約

19
「人事給与電子交付・電子申請システム
の保守」業務委嘱

令和4年4月1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
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）。

52,088,520 52,088,520 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

20 「成田分室他」賃貸借契約 令和4年4月1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

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

51,237,528 51,237,528 100.0% M 賃貸借 1-1
官房総務
課

21
「平成２８年度調達在外本官用プリンタ
の賃貸借及び保守（再リース）」業務委
嘱

令和4年4月1日
①株式会社リコー
②リコーリース株式会
社

①東京都港区芝浦３丁目４番１
号
②東京都千代田区紀尾井町４
番１号

①2010801012579
②7010601037788

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
等物品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）。

36,867,600 36,867,600 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

22
「領事業務情報システム（オープンLAN
更改に伴う展開作業）」業務委嘱

令和4年4月1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）。

36,072,960 36,072,960 100.0% H
システム
関係

7 領事局

23
「外交専門誌『外交』の企画・編集・出版
等」業務委嘱

令和4年4月1日 都市出版株式会社
東京都千代田区飯田橋４丁目
４番１２号

5010001024934

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

34,999,800 34,999,800 100.0% P
印刷・製
本

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

24
「領事業務情報システム『領事メールの
大量配信に備えたインフラ強化』に伴う
運用保守」業務委嘱

令和4年4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

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）。

33,343,200 33,343,200 100.0% 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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

25
「一斉通報・安否確認のためのショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）の運用・保
守」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町２丁目
１１番１号

1010001067912

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）。

28,149,000 28,149,000 100.0% H
システム
関係

11 北米局 一部単価契約

26
「外交史料館所蔵史料インターネット検
索システム・基盤運用保守」業務委嘱

令和4年4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）。

23,947,000 23,947,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

27 「沖縄事務所建物」賃貸借契約 令和4年4月1日
大同火災海上保険株
式会社

沖縄県那覇市久茂地１丁目１２
番１号

9360001001283

契約目的、行政効率等を勘案した結
果、代替可能な物件は見当たらず、他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

20,759,580 20,759,580 100.0% M 賃貸借 11 北米局

28
「大使館現地職員等に係る海外旅行傷
害保険」付保契約

令和4年4月1日
損害保険ジャパン株
式会社

東京都新宿区西新宿１丁目２６
番１号

4011101023372

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）。

19,736,000 19,736,000 100.0% X
保険・健
康診断

1-5
在外公館
課

一部単価契約

29
「平成29年度調達モバイルパソコン用ソ
フトウェアの賃貸借保守（再リース）」業
務委嘱

令和4年4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
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）。

19,584,983 19,584,983 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

30
「統合Web環境：ネットワーク回線の賃貸
借・保守」業務委嘱

令和4年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社

東京都千代田区大手町２丁目
３番１号

7010001064648

当該業者は複数年の契約を前提とし
て実施した一般競争入札の落札業者
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）。

19,190,160 19,190,160 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

31
「文書管理システム運用・保守」業務委
嘱

令和4年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション株式会社

東京都千代田区外神田６丁目
１５番１２号

9010001087242

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本契約
の相手方に委嘱するものであり、当該
システム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）。

17,077,500 17,077,500 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

32 「入退庁管理システムの保守」業務委嘱 令和4年4月1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

当該業者は複数年の契約を前提とし
て実施した一般競争入札の落札業者
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）。

16,510,450 16,510,450 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

33
「外部関係者統合データベース『FACE』
の運用・保守」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ウフル
東京都港区虎ノ門４丁目３番１
３号

7010401095879

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）。

14,718,924 14,718,924 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

34
「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4年4月1日 ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸１丁目７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）。

14,673,144 14,673,144 100.0% H
システム
関係

7 領事局

35
「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4年4月1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１
３号

1010001062302

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

14,622,234 14,622,234 100.0% S
（目）委託
費

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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

36
「国会関連業務支援システムに係るライ
センス及び保守」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ウフル
東京都港区虎ノ門４丁目３番１
３号

7010401095879

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）。

15,818,880 14,234,880 89.9% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

37 「IC旅券作成機の運用」業務委嘱 令和4年4月1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７
２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）。

13,863,960 13,863,960 100.0% H
システム
関係

7 領事局

38
「外交史料館所蔵史料インター
ネット検索システム・アプリケー
ション運用保守」業務委嘱

令和4年4月1日 インフォコム株式会社 東京都港区赤坂９丁目７番２号 3011001057199

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）。

13,271,170 13,271,170 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

39
「在外本官用パソコン用ソフトウェアの賃
貸借保守」業務委嘱

令和4年4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

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）。

13,073,616 13,073,616 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

40 「IC旅券作成機（在外）保守」業務委嘱 令和4年4月1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７
２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）。

12,294,057 12,294,057 100.0% H
システム
関係

7 領事局 一部単価契約

41
「領事業務情報システム（国内旅券事務
所NASの更新作業）」業務委嘱

令和4年4月1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）。

12,073,028 12,073,028 100.0% H
システム
関係

7 領事局

42 「iOS対応型携帯電話のレンタル」契約 令和4年4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

当該業者は複数年の契約を前提とし
て実施した一般競争入札の落札業者
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）。

10,738,308 10,738,308 100.0% M 賃貸借 1-1
官房総務
課

一部単価契約

43
「外国新聞（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓ）」購読
契約

令和4年4月1日
THE FINANCIAL
TIMES LIMITED

NUMBER ONE SOUTHWARK
BRIDGE, LONDON, UNITED
KINGDOM

8700150066952

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）。

10,705,543 10,705,543 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-4 会計課

44 「ＡＰ通信社ニュースサービス」受信契約 令和4年4月1日 ＡＰ通信社
東京都港区東新橋１丁目７番１
号

2700150004711

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

10,080,000 10,080,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

45
「行政事務等に関する法律顧問」業務委
嘱

令和4年4月1日
弁護士法人田辺総合
法律事務所

東京都千代田区丸の内３丁目
４番２号

3010005024924

過去における法律相談等の継続性・
整合性を保ちつつ、円滑な対応を確
保していくには、これまでの情報の蓄
積が必要不可欠であり、右情報を有し
ているのは本契約相手方の他になく、
他に競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

9,777,780 9,777,780 100.0% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

46 「学習管理システムの保守」業務委嘱 令和4年4月1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

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）。

9,768,000 9,768,000 100.0% 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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

47 「日中歴史共同研究」業務委嘱 令和4年4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

本契約の相手方は、日中外相会談に
おける合意に基づき、本件事業の日
本側事務局に指定されており、他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

9,273,416 9,273,416 100.0% Y 研修 10
アジア大
洋州局

48
「日本人研究者育成支援事業（研究者
派遣）」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＪＴＢ
東京都品川区東品川２丁目３
番１１号

8010701012863

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）。

9,066,830 9,066,830 100.0% D
事業実
施・会議
運営

11 北米局

49
「『ジャパン・ハウス』Webサイト基盤の運
用・保守」業務委嘱

令和4年4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）。

8,712,000 8,712,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

50
「人事給与関係業務システム用ソフト
ウェアの保守」業務委嘱

令和4年4月1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

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本契約
の相手方に委嘱するものであり、当該
システム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）。

7,603,728 7,603,728 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

51
「語学研修実務業務『外務省研修所特
別主任講師（仏語）』」業務委嘱

令和4年4月1日 特定個人 特定住所 法人番号なし

本契約は、外交官に必要とされている
語学の特殊性（訓令執行、外交交渉、
政府要人通訳など）を熟知している者
のみが履行可能であり、研修の一貫
性・継続性を保ちつつ、業務を実施で
きるのは長年本件業務に携わってい
る本契約相手の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

7,562,400 7,562,400 100.0% Y 研修 9 研修所

52 「コンテンツアナリシス」購読契約 令和4年4月1日
特定非営利活動法人
岡崎研究所

東京都千代田区永田町２丁目
９番８号

5010005018024

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）。

7,543,128 7,543,128 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

8
国際情報
統括官

53
「語学研修実務業務『外務省研修所特
別主任講師（英語）』」業務委嘱

令和4年4月1日 特定個人 特定住所 法人番号なし

本契約は、外交官に必要とされている
語学の特殊性（訓令執行、外交交渉、
政府要人通訳など）を熟知している者
のみが履行可能であり、研修の一貫
性・継続性を保ちつつ、業務を実施で
きるのは長年本件業務に携わってい
る本契約相手の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

7,452,000 7,452,000 100.0% Y 研修 9 研修所

54
「静脈認証装置ランタイム保守パック」の
購入

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

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）。

7,513,550 7,513,550 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

55
「語学研修実務業務『外務省研修所特
別主任講師（米語）』」業務委嘱

令和4年4月1日 特定個人 特定住所 法人番号なし

本契約は、外交官に必要とされている
語学の特殊性（訓令執行、外交交渉、
政府要人通訳など）を熟知している者
のみが履行可能であり、研修の一貫
性・継続性を保ちつつ、業務を実施で
きるのは長年本件業務に携わってい
る本契約相手の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

7,507,200 7,507,200 100.0% Y 研修 9 研修所
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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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

56
「語学研修実務業務『外務省研修所特
別主任講師（西語）』」業務委嘱

令和4年4月1日 特定個人 特定住所 法人番号なし

本契約は、外交官に必要とされている
語学の特殊性（訓令執行、外交交渉、
政府要人通訳など）を熟知している者
のみが履行可能であり、研修の一貫
性・継続性を保ちつつ、業務を実施で
きるのは長年本件業務に携わってい
る本契約相手の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

7,424,400 7,424,400 100.0% Y 研修 9 研修所

57
「『海外安全ホームページ』のベクター地
図の維持・管理」業務委嘱

令和4年4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）。

7,403,000 7,403,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

58 「統合Web環境：ライセンス」利用契約 令和4年4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）。

7,353,500 7,353,500 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

59
「会計統合システム用政府共通プラット
フォーム連携基盤の機器増設に関する
保守」業務委嘱

令和4年4月1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）。

7,297,992 7,297,992 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

60
「帰国者向け新型コロナウィルスワクチ
ン接種予約受付」業務委嘱

令和4年4月1日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ関西

大阪府大阪市北区堂島３丁目
１番２１号

4120001054120

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）。

7,260,000 7,260,000 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

61
「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」業務委
嘱

令和4年4月1日
①株式会社ＪＥＣＣ
②沖電気工業株式会
社

①東京都千代田区丸の内３丁
目４番１号
②東京都港区虎ノ門１丁目７番
１２号

①2010001033475
②7010401006126

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
等物品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）。

6,821,544 6,821,544 100.0% H
システム
関係

7 領事局 三者契約

62
「安全状況等確認システム運用」業務委
嘱

令和4年4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

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）。

6,105,000 6,105,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

63
「外務省海外旅行登録『たびレジ』（LINE
版）にかかる運用・保守」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社ＳＥＬＣ
神奈川県逗子市山の根２丁目
１１番１号

7021001047229

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）。

6,025,800 6,025,800 100.0% H
システム
関係

7 領事局

64 「ＡＦＰニュースサービス」受信契約 令和4年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５丁目１５番
８号

7010001018703

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

5,214,000 5,214,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

65
「EIU Country Reports インターネット版」
購読契約

令和4年4月1日
レイデンリサーチ株式
会社

東京都千代田区有楽町１丁目
７番１号

3010001060667

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

5,064,000 5,064,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

8
国際情報
統括官

66
「人事給与関係システム用電子申請シ
ステム専用ソフトウェアの賃貸借及び保
守」業務委嘱

令和4年4月1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
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）。

4,880,040 4,880,040 100.0% 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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

67
「外交史料館所蔵史料インターネット検
索システム・業務用接続回線」利用契約

令和4年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社

東京都千代田区大手町２丁目
３番１号

7010001064648

本件サービスの提供が可能な者は、
現行の接続回線を提供している本契
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）。

4,778,400 4,778,400 100.0% R
通信回線
使用料

1-8
その他大
臣官房

68 「入退庁管理システム」賃貸借契約 令和4年4月1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

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）。

4,778,290 4,778,290 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

69
「幹部出退情報表示システム」賃貸借契
約

令和4年4月1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）。

4,775,760 4,775,760 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

70 「本省他CNN放送」受信契約 令和4年4月1日
株式会社日本ケーブ
ルテレビジヨン

東京都港区六本木１丁目１番１
号

6010401022487

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）。

4,620,000 4,620,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-4 会計課

71 「外交史料館別館警備」業務委嘱 令和4年4月1日
シンテイ警備株式会
社

東京都中央区新富１丁目８番８
号

7010001045656

本件は、既存の警備業務下の同一敷
地内における警備業務であり、同一の
指揮系統とする必要があるため、本
サービスの提供が可能な業者は、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）。

4,557,465 4,557,465 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

72
「外交史料館特定歴史公文書等簿冊管
理システム運用保守」業務委嘱

令和4年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション株式会社

東京都千代田区外神田６丁目
１５番１２号

9010001087242

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）。

4,515,500 4,515,500 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

73 「省員安否システム」業務委嘱 令和4年4月1日
セコムトラストシステム
ズ株式会社

東京都渋谷区神宮前１丁目５
番１号

4011001040781

現在稼働中のシステムであり、新規導
入に比べ割安である他、内容の維持・
継続性を確保する必要があり、他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

4,356,000 4,356,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

74
「外交関係重要発言詳報サービス」業務
委嘱

令和4年4月1日
一般社団法人共同通
信社

東京都港区東新橋１丁目７番１
号

4010405008740

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

4,356,000 4,356,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

75
「経済、金融情報等の配信専用端末」利
用契約

令和4年4月1日
ブルームバーグ・エ
ル・ピー

アメリカ合衆国１００２２ニュー
ヨーク州ニューヨーク　レキシン

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）。

4,345,800 4,345,800 100.0% M 賃貸借 11 北米局

76 「朝鮮通信社ニュース」受信契約 令和4年4月1日 株式会社朝鮮通信社
東京都台東区東上野２丁目１９
番１号

1010001095946

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

4,224,000 4,224,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

10
アジア大
洋州局

77
「情報公開事務支援システムの保守」業
務委嘱

令和4年4月1日
株式会社エイ・エヌ・エ
ス

東京都中央区新川２丁目１番５
号

3010001037855

現在稼働中のシステムの保守業務
を、当該システム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29条の3第4項）。

3,960,000 3,960,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

78
「領事業務情報システム『たびレジ』LINE
連携にかかる運用保守」業務委嘱

令和4年4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

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）。

3,960,000 3,960,000 100.0% 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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

79
「領事業務情報システム（次世代旅券対
応）の回線等の提供・保守」業務委嘱

令和4年4月1日 ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸１丁目７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）。

3,890,700 3,890,700 100.0% H
システム
関係

7 領事局

80
外国公館等情報システムの運用支援及
び機器保守」業務委嘱

令和4年4月1日
アクシオヘリックス株
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）。

3,849,120 3,849,120 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典

81
「外務省海外旅行登録『たびレジ』企業
連携に係るサポート」業務委嘱

令和4年4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）。

3,795,000 3,795,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

82 「海外広報用画像素材提供」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社アフロ
東京都中央区築地４丁目１番１
７号

2010001055098

当初の契約において、複数年度にわ
たる契約期間を条件としており、他に
競争を許さないため（会計法第29条の
3第4項）。

3,762,000 3,762,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

83
「外務大臣のブリュッセル訪問にかかる
同時通訳」業務委嘱

令和4年4月1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）。

3,703,400 3,703,400 100.0% A 通訳 13 欧州局

84
「EIU Country Report インターネット版」
購読契約

令和4年4月1日
レイデンリサーチ株式
会社

東京都千代田区有楽町１丁目
７番１号

3010001060667

本サービスの提供が可能な業者は、
本契約相手方の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第29条の3第4
項）。

3,577,200 3,577,200 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

14
中東アフリ
カ局

85 「日本放送協会テレビ放送」受信契約 令和4年4月1日 日本放送協会
東京都渋谷区神南２丁目２番１
号

8011005000968

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）。

－ 3,062,745 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-4 会計課

86
「統合医療情報処理システム賃貸借保
守」業務委嘱

令和4年4月1日
富士通Ｊａｐａｎ株式会
社

東京都港区東新橋１丁目５番２
号

5010001006767

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）。

2,881,238 2,881,238 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

87
「『アジア太平洋安全保障協力会議』に
ついての研究」業務委嘱

令和4年4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

本契約の相手方は、本会議における
国内で唯一の日本委員会事務局に指
定されており、他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

2,852,490 2,852,490 100.0% B
調査・研
究

2
総合外交
政策局

88
「高速カラー複写機の賃貸借保守」業
務委嘱

令和4年4月1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）。

2,831,532 2,831,532 100.0% W
OA機器保
守

1-1
官房総務
課

一部単価契約

89
「ＮＫ　Ｐｒｏ データベース・サービス」購読
契約

令和4年4月1日 NK CONSULTING,INC
420 MONTGOMMERY
STREET,SAN
FRANCISCO,CA,94104

法人番号なし

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）。

2,680,776 2,680,776 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

2
総合外交
政策局

90 「会議室Wi-Fi環境用機器の保守及びライセン
ス」利用契約

令和4年4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）。

2,617,560 2,617,560 100.0% 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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

91 「情報収集設備の保守」業務委嘱 令和4年4月1日
株式会社東和エンジ
ニアリング

東京都千代田区東神田１丁目
７番８号

8010501022641

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）。

2,530,000 2,530,000 100.0% W
OA機器保
守

1-8
その他大
臣官房

92 「国会審議テレビ中継放送」受信契約 令和4年4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

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）。

2,487,348 2,487,348 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-4 会計課

93 「Westlaw Next」購読契約 令和4年4月1日
ウエストロー・ジャパン
株式会社

東京都港区西新橋３丁目１６番
１１号

5010001098516

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

2,447,280 2,447,280 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

6 国際法局

94
「音声自動応答システム賃貸借及び保
守」業務委嘱

令和4年4月1日
株式会社シーイー
シー

神奈川県座間市東原５丁目１
番１１号

9021001026338

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
等物品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）。

2,442,000 2,442,000 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

95 「沖縄担当大使宿舎」賃貸借契約 令和4年4月1日 特定個人 特定個人住所 法人番号なし

契約目的、行政効率等を勘案した結
果、代替可能な物件は見当たらず、他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

2,424,000 2,424,000 100.0% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

96
「オンライン・データベース『Lloyd's List
Intelligence Seasearcher』」購読契約

令和4年4月1日
ボイジャー・ワールド
ワイド・プライベート・リ
ミテッド

神奈川県横浜市中区山下町２
７３番地

8700150102187

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

2,400,000 2,400,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

8
国際情報
統括官

97
「内外発信のための多層的ネットワーク
構築事業にかかるプラットフォームへの
データ掲載及び広報」業務委嘱

令和4年4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、
当該システムのアクセス権限を有する
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）。

2,255,000 2,255,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

98 「朝日新聞記事利用許諾」契約 令和4年4月1日 株式会社朝日新聞社
大阪府大阪市北区中之島２丁
目３番１８号

6120001059605
本件に係る著作権所有者は本契約の
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）。

2,217,600 2,217,600 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

99 「ＤＪＸ」利用契約 令和4年4月1日
ダウ・ジョーンズ・ジャ
パン株式会社

東京都千代田区大手町１丁目
５番１号

9010001022174

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

2,197,800 2,197,800 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

100
「条約等国際約束検索システムに係る
保守」業務委嘱

令和4年4月1日
アクシオヘリックス株
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)。

2,189,000 2,189,000 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

101
「幹部出退情報表示システの保守」業務
委嘱

令和4年4月1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）。

2,151,600 2,151,600 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

102 「公用携帯電話のレンタル」契約 令和4年4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

当該業者は複数年の契約を前提とし
て実施した一般競争入札の落札業者
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）。

2,130,552 2,130,552 100.0% M 賃貸借 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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

103 「FoxNews」受信契約 令和4年4月1日
株式会社イメージスタ
ジオ・イチマルキュウ

東京都目黒区下目黒２丁目２４
番１２号

6013201017533

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）。

2,114,640 2,114,640 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

11 北米局

104 「iOS対応型携帯電話のレンタル」契約 令和4年4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

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
等物品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）。

2,061,552 2,061,552 100.0% M 賃貸借 1-1
官房総務
課

一部単価契約

105 「会議室予約システムの保守」業務委嘱 令和4年4月1日
アクシオヘリックス株
式会社

沖縄県那覇市西２丁目１６番３
号

4360001006007

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）。

2,008,600 2,008,600 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

106 「本省BBC放送」受信契約 令和4年4月1日
ＢＢＣワールドニュー
スジャパン株式会社

東京都千代田区霞が関３丁目
２番６号

3010401047990

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）。

1,980,000 1,980,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-4 会計課

107
「図書館業務管理システムの保守」業務
委嘱

令和4年4月1日 株式会社ハザン商会
東京都中央区日本橋３丁目１２
番２号

4010001026493

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本契約
の相手方に委嘱するものであり、当該
システム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）。

1,980,000 1,980,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

108
「モニタリングネットワーク用機器の保
守」業務委嘱

令和4年4月1日
株式会社ジャパンコン
ピューターサービス

東京都千代田区神田佐久間町
１丁目１１番地

7010001019206

本件保守業務は、当該機器の納入業
者以外に実施できる者が他になく、他
に競争を許さないため（会計法第29条
の3第4項）。

1,923,900 1,923,900 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

109
「日米地位協定関連文書の電子化・検
索システム保守」業務委嘱

令和4年4月1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

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）。

1,845,360 1,845,360 100.0% H
システム
関係

11 北米局

110 「公用iPad」賃貸借契約 令和4年4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

当初契約において、複数年度にわた
る契約期間を条件としており、他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

1,783,800 1,783,800 100.0% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

111
「ＩＣＡＯ　ＰＫＤ登録システム保守」業務
委嘱

令和4年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１丁目５番２
号

1020001071491

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本契約
の相手方に委嘱するものであり、当該
システム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）。

1,763,113 1,763,113 100.0% H
システム
関係

7 領事局

112
「入退庁管理システムにおける会計統合
システムとの統合等に必要とするソフト
ウェア」の購入

令和4年4月1日

①株式会社日立製作
所
②三菱ＨＣキャピタル
株式会社

①東京都品川区南大井６丁目
２３番１号
②東京都千代田区丸の内１丁
目５番１号

①7010001008844
②4010001049866

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）。

1,691,976 1,691,976 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課 三者契約
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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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

113
「UN Womenドナー会合及びG7関連会合
に係る同時通訳」業務委嘱

令和4年4月1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）。

1,672,660 1,672,660 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

114
「OXFORD ANALYTICA DAILY BRIEF」
購読契約

令和4年4月1日
日経メディアマーケ
ティング株式会社

東京都千代田区大手町１丁目
３番７号

7010001025724

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

1,650,000 1,650,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

8
国際情報
統括官

115
「回覧物管理システムEdgeIEモードでの
動作検証作業」業務委嘱

令和4年4月1日
東日本ＮＳソリューショ
ンズ株式会社

東京都中央区新川２丁目２７番
１号

7010001038346

現在稼働中のシステムの動作検証作
業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、当
該システム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）。

1,639,000 1,639,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

116
「SITEインテリジェンス・グループによる
『SITEエンタープライズ・モニタリング・
サービス』」利用契約

令和4年4月1日 IG, LLC
1735 MARKET ST. SUITE A
428 PHILADELPHIA, USA

法人番号なし

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

1,620,000 1,620,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

7 領事局

117 「テレビ会議用IP回線」利用契約 令和4年4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）。

1,552,320 1,552,320 100.0% R
通信回線
使用料

1-1
官房総務
課

118 「Hein-On-Line」利用契約 令和4年4月1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

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）。

1,542,252 1,542,252 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

6 国際法局

119 「インターネット回線」利用契約 令和4年4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
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）。

1,386,000 1,386,000 100.0% R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

120
「成田国際空港内外務省貴賓室のCNN
放送」受信契約

令和4年4月1日
株式会社イメージスタ
ジオ・イチマルキュウ

東京都目黒区下目黒２丁目２４
番１２号

6013201017533

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）。

1,320,000 1,320,000 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-1
官房総務
課

121
「情報通信課員の情報セキュリティ大学
院大学における研修」業務委嘱

令和4年4月1日
学校法人岩崎学園
情報セキュリティ大学
院大学

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町２丁目１４番１号

4020005003182
当該研修の提供元と直接契約するも
のであり、他に競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）。

1,300,000 1,300,000 100.0% Y 研修 1-3
情報通信
課

122
「公信事務自動処理システム運用保守」
業務委嘱

令和4年4月1日
アクシオヘリックス株
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）。

1,205,820 1,205,820 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

123
「一般旅券発給申請書作成Webサービ
スアプリケーション基盤保守」業務委嘱

令和4年4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）。

1,108,800 1,108,800 100.0% 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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

124
「人事計画用情報管理システムの賃貸
借及び保守」業務委嘱

令和4年4月1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

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）。

1,086,492 1,086,492 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

125
「統合医療情報処理システム（放射線画
像読影システム保守）」業務委嘱

令和4年4月1日
コニカミノルタジャパン
株式会社

東京都港区芝浦１丁目１番１号 9013401005070

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）。

1,047,816 1,047,816 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

126 「文書作成編集システム保守」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社リコー 東京都港区芝浦３丁目４番１号 2010801012579

本件サービスの提供が可能な者は、
当該システムの貸出業者の指定する
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）。

1,021,240 1,021,240 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

127
「人事給与関係業務システム専用プリン
タの賃貸借及び保守」業務委嘱

令和4年4月1日
①株式会社リコー
②リコーリース株式会
社

①東京都港区芝浦３丁目４番１
号
②東京都千代田区紀尾井町４
番１号

①2010801012579
②7010601037788

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）。

924,852 924,852 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

三者契約

128
「高速電子印刷システムの保守」業務委
嘱

令和4年4月1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

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）。

1,927,200 132,000 6.8% W
OA機器保
守

1-1
官房総務
課

一部単価契約

129 「インマルサット通信回線」利用契約 令和4年4月1日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株
式会社

東京都港区虎ノ門５丁目１１番
２号

3010401077583
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）。

－ 46,500,000 － R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

単価契約

130 「インマルサット通信回線」利用契約 令和4年4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
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）。

－ 19,514,800 － R
通信回線
使用料

1-3
情報通信
課

単価契約

131 海上外交貨物の発送業務 令和4年4月1日 日本通運株式会社
東京都千代田区神田和泉町２
番地

4010401022860

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）。

－ 142,174,610 － V 配送 1-5
在外公館
課

複数単価契約

132
「領事クラウドの保守付随作業（在外公
館開閉館の対応作業等）」業務委嘱

令和4年4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）。

－ 2,818,750 － H
システム
関係

7 領事局 複数単価契約

133
「在外現地職員等の国内支援」業務委
嘱

令和4年4月1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

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）。

－ 87,111,017 － J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

複数単価契約

134 「個別契約書籍」購読契約 令和4年4月1日
株式会社日本経済新
聞社

東京都千代田区大手町１丁目
３番７号

3010001033086

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）。

－ 1,968,420 － l 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

31 



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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

135
「領土保全等重要外交政策に関するＩＴ
広報の強化に伴うコンテンツ掲載」業務
委嘱

令和4年4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、
統合Ｗｅｂ環境の構築・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）。

－ 1,960,805 － H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

複数単価契約

136 「在外赴任者保険」付保契約 令和4年4月1日 外務省共済組合
東京都千代田区霞が関２丁目
２番１号

6700150000401

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）。

－ 362,252,000 － X
保険・健
康診断

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

137
「在外現地職員等の国内支援」業務委
嘱

令和4年4月1日 医療法人社団天太会
東京都港区西新橋１丁目５番１
４号

1011705000456

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）。

－ 7,115,800 － J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

複数単価契約

138
「成田国際空港有料待合室」賃貸借契
約

令和4年4月1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号

9040001044645

本サービスの提供が可能な業者は、
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）。

－ 1,056,000 － M 賃貸借 1-1
官房総務
課

複数単価契約

139 「戦争危険担保特約」付保契約 令和4年4月1日 外務省共済組合
東京都千代田区霞が関２丁目
２番１号

6700150000401

本件は、外務省共済組合が実施する
当省職員のための海外旅行保険を
ベースに戦争危険担保特約を付保す
るものであり、他に競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

－ 57,292,000 － X
保険・健
康診断

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

140
「成田国際空港におけるタクシーの供
給」業務委嘱

令和4年4月1日
成田国際空港タクシー
運営委員会

千葉県成田市古込字古込１番
地１

法人番号なし

タクシー乗車場から、都内等へのタク
シーの利用は、成田国際空港タクシー
運営委員会に加盟するタクシー会社
のみが営業可能となっており、他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

－ @16,000他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金

141
「ジャパン・ハウスＷｅｂサイトのコンテン
ツアップロード等」業務委嘱

令和4年4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、
当該サイト基盤のアクセス権限を有す
る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）。

－ 1,174,800 － H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

複数単価契約

142 「『追録』書籍」購読契約 令和4年4月1日 株式会社ぎょうせい
東京都中央区銀座７丁目４番１
２号

1010001100425

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）。

－ 4,098,896 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

143 「交付窓口端末機の保守」業務委嘱 令和4年4月1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

本件保守対象機器の賃貸借に係る競
争入札時において、賃貸借業者に当
該保守業務を実施することを条件とし
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）

－ 2,548,642 － H
システム
関係

7 領事局 複数単価契約

144 「ハイヤーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
帝都自動車交通株式
会社

東京都中央区銀座８丁目地先 1010601027134

公募を実施した結果、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）。

－ @6,710他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金

145 「ハイヤーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
株式会社日の丸リム
ジン

東京都千代田区有楽町１丁目
１２番１号

2010401025221

公募を実施した結果、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）。

－ @6,710他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金

146 「ハイヤーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日 日本交通株式会社
東京都千代田区永田町２丁目
１１番１号

4011501015894

公募を実施した結果、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）。

－ @6,710他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金
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147 「ハイヤーの供給」業務委嘱 令和4年4月1日
国際ハイヤー株式会
社

東京都品川区西品川１丁目８
番２号

1010401090687

公募を実施した結果、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）。

－ @6,710他 － U 輸送 1-4 会計課 許可料金

148 「邦字新聞等」購読契約 令和4年4月1日
丸の内新聞事業協同
組合

東京都中央区日本橋本石町４
丁目３番１１号

1010005001594

新聞の購読については配達区域に応
じて販売店が指定されるため、契約の
性質または目的が競争を許さないた
め（会計法第29条の3第4項）。

－ 31,915,732 － L 物品購入 1-4 会計課 複数単価契約

149 「緊急移送」業務委嘱 令和4年4月1日
インターナショナルエ
スオーエスジャパン株
式会社

東京都港区赤坂４丁目２番６号 8010401079666

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）。

－ 28,486,480 － X
保険・健
康診断

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

150
「在外公館向け読売新聞オンライン購読
サービス」利用契約

令和4年4月1日
株式会社読売新聞東
京本社

東京都千代田区大手町１丁目
７番１号

8010001079224

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）。

－ 3,148,200 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-5
在外公館
課

単価契約

151 「在外公館向け読売新聞」の購入 令和4年4月1日 丸の内新聞株式会社
東京都中央区日本橋本石町４
丁目３番１１号

1010005001594

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）。

－ 2,640,000 － L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

152
「在外公館向け日本経済新聞電子版購
読サービス」利用契約

令和4年4月1日
株式会社日本経済新
聞社

東京都千代田区大手町１丁目
３番７号

3010001033086

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）。

－ 17,860,752 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-5
在外公館
課

単価契約

153
「在外現地職員等の国内支援」業務委
嘱

令和4年4月1日
独立行政法人国際協
力機構

東京都千代田区二番町５番地
２５

9010005014408

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）。

－ 119,844,900 － J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

複数単価契約

154
「在外公館向け朝日新聞電子版購読
サービス」利用契約

令和4年4月1日 株式会社朝日新聞社
東京都中央区築地５丁目３番２
号

6120001059605

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）。

－ 12,676,800 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-5
在外公館
課

単価契約

155
「在外現地職員等の国内支援」業務委
嘱

令和4年4月1日
東京ビジネスサービス
株式会社

東京都新宿区西新宿６丁目１４
番１号

6011101015161

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）。

－ 115,659,750 － J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

複数単価契約

156
「在外公館課向け毎日新聞電子版購読
サービス」利用契約

令和4年4月1日 株式会社毎日新聞社
東京都千代田区一ツ橋１丁目１
番１号

2010001029969

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）。

－ 1,689,600 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-5
在外公館
課

単価契約

157
「携帯電話端末（スマートフォン）のサー
ビス」利用契約

令和4年4月1日 株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町２丁目
１１番１号

1010001067912

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）。

－ 7,075,200 － M 賃貸借 1-3
情報通信
課

単価契約

158
「在外公館向け産経電子版購読サービ
ス」利用契約

令和4年4月1日
株式会社産業経済新
聞社

東京都千代田区大手町１丁目
７番２号

4010001017427

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）。

－ 1,104,840 － I
情報配
信・モニタ
リング

1-5
在外公館
課

複数単価契約
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159 「官報公告等掲載契約」業務委嘱 令和4年4月1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）。

－ 8,063,440 － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課 単価契約

160 「外国出張用写真撮影」業務委嘱 令和4年4月1日 株式会社オオニシ
東京都港区三田５丁目２番１８
号

9010401049197

職員自ら店舗に赴き撮影を行うことか
ら、業務に影響を与えない至近に店舗
が所在する必要があり、場所及び供
給者が限定され、他に競争を許さない
ため（会計法第29条の3第4項）。

－ 1,486,650 － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課 複数単価契約

161
「省内会議室等への会議用飲料ケータリ
ング」業務委嘱

令和4年4月1日 株式会社テリオ
東京都新宿区西新宿７丁目４
番５号

4011101013737

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）。

－ 1,848,950 － D
事業実
施・会議
運営

1-4 会計課 複数単価契約

162 「複写機・複合機の保守」業務委嘱 令和4年4月1日
富士フイルムビジネス
イノベーションジャパン
株式会社

東京都江東区豊洲２丁目２番１
号

1011101015050

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）。

－ 22,268,868 － H
システム
関係

1-4 会計課 複数単価契約

163 「複写機・複合機の保守」業務委嘱 令和4年4月1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）。

－ 3,164,273 － H
システム
関係

1-4 会計課 複数単価契約

164 「複写機・複合機の保守」業務委嘱 令和4年4月1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

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）。

－ 3,429,052 － H
システム
関係

1-4 会計課 複数単価契約

165
「情報公開業務高速出入力システムの
保守」業務委嘱

令和4年4月1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

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）。

－ 1,201,464 － W
OA機器保
守

1-8
その他大
臣官房

複数単価契約

166 「複写機・複合機の保守」業務委嘱 令和4年4月1日
コニカミノルタジャパン
株式会社

東京都港区芝浦１丁目１番１号 9013401005070

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）。

－ 2,857,375 － H
システム
関係

1-4 会計課 複数単価契約

167
「フィリピン外務・防衛閣僚会合（２＋２）
及び共同記者発表に係る音響システム
及び同時通訳システム関連」業務委嘱

令和4年4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

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）。

1,727,770 1,727,770 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

168
「IC旅券作成用消耗品の製造・納入及び
保管」業務委嘱

令和4年4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７
２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）。

－ 22,546,040 － L 物品購入 7 領事局 複数単価契約

169 「読売新聞記事見出し利用許諾」契約 令和4年4月11日
株式会社読売新聞東
京本社

東京都千代田区大手町１丁目
７番１号

8010001079224
本件に係る著作権所有者は本契約の
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）。

1,413,060 1,413,060 100.0% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

170
「外務大臣のカザフスタン、ウズベキスタ
ン及びモンゴル訪問に係るチャーター機
借上」業務委嘱

令和4年4月21日
ＡＮＡビジネスジェット
株式会社

東京都港区西新橋１丁目１８番
６号

9010401139007

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）。

41,824,000 41,824,000 100.0% U 輸送 13 欧州局

34 



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4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

171
「岸田総理大臣の東南アジア訪問にか
かるチャーター機借上」業務委嘱

令和4年4月22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）。

39,800,000 39,800,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

172
「外務大臣のドイツ訪問（G7外相会合）
に係る同時通訳」業務委嘱

令和4年4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）。

5,573,100 5,573,100 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

173
「大臣室におけるニュース配信（速報・経
済情報）」業務委嘱

令和4年4月25日 株式会社ＱＵＩＣＫ
東京都中央区日本橋兜町７番
１号

4010001015075

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）。

1,015,740 1,015,740 100.0% I
情報配
信・モニタ
リング

1-1
官房総務
課

174
「外務大臣のフィジー及びパラオ訪問に
係る小型航空機借上」業務委嘱

令和4年4月26日
ＡＮＡビジネスジェット
株式会社

東京都港区西新橋１丁目１８番
６号

9010401139007

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）。

45,542,000 45,542,000 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局

175
「総理大臣の英国訪問における内外記
者会見のプロンプター運用・技術者立
会」業務委嘱

令和4年4月26日 アテイン株式会社
東京都千代田区神田東松下町
１７番地

1010001009930

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）。

1,982,200 1,982,200 100.0% D
事業実
施・会議
運営

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

176
「総理大臣の英国訪問時に際して行わ
れる『内外記者会見』の同時通訳」業務
委嘱

令和4年4月27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）。

2,064,000 2,064,000 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

177
「タイAPEC貿易担当大臣会合に係る同
時通訳」業務委嘱

令和4年4月27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）。

1,486,500 1,486,500 100.0% A 通訳 4 経済局

178
「外務大臣の『Ｇ７外相会合』出席に係る
チャーター機運航」業務委嘱

令和4年4月28日
ＡＮＡビジネスジェット
株式会社

東京都港区西新橋１丁目１８番
６号

9010401139007

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）。

59,767,000 59,767,000 100.0% U 輸送 2
総合外交
政策局

179
「バイデン米大統領訪日における静穏保
持看板設置等」業務委嘱

令和4年5月6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

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）。

1,282,600 1,282,600 100.0% C
招聘・賓
客接遇

11 北米局

180
「外務大臣の大韓民国訪問にかかる
チャーター機運航」業務委嘱

令和4年5月9日 双日株式会社
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

5010401049977

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）。

17,631,000 17,631,000 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局
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⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　令和4年4月１日～6月30日）

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 随意契約理由 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

181
「領事業務情報システム（統合プラット
フォームのソフトウェアバージョンアップ
作業）」業務委嘱

令和4年5月10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)。

27,984,000 27,984,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

182
「日EU定期首脳協議における同時通訳
システム等環境構築及び運用支援」業
務委嘱

令和4年5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）。

1,269,400 1,269,400 100.0% D
事業実
施・会議
運営

13 欧州局

183
「『領事業務情報システム』の電子納付
にかかる共通機能の設計・開発」業務委
嘱

令和4年5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）。

179,582,216 179,582,216 100.0% H
システム
関係

7 領事局

184
「日米首脳会談及び共同記者会見等に
係る音響機材設営及び会場運営」業務
委嘱

令和4年5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

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）。

5,808,000 5,808,000 100.0% D
事業実
施・会議
運営

11 北米局

185
「研修所『語学講師管理システム』運用・
保守」業務委嘱

令和4年5月17日
アクシオヘリックス株
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）。

3,036,000 3,036,000 100.0% H
システム
関係

9 研修所

186
「日米豪印首脳会合に係る官邸等の音
響機材設営及び会場運営」業務委嘱

令和4年5月17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

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）。

2,051,434 2,051,434 100.0% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

187
「日米豪印首脳会合のオンライン環境構
築及び運用支援」業務委嘱

令和4年5月18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）。

1,210,000 1,210,000 100.0% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

188 「ＩＣ旅券冊子等の製造」業務委嘱 令和4年5月30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）。

3,593,610,344 3,593,610,344 100.0% K 物品製造 7 領事局

189
「Internet Explorer 11のサポート終了に
伴う無償式援助管理システムの対応作
業」業務委嘱

令和4年5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）。

52,047,050 52,047,050 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

190
「領事クラウド（次世代作業発給・渡航認
証システム）における多要素認証対応」
業務委嘱

令和4年5月30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）。

13,200,000 13,200,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

191
「Windows10 アップグレードライセンス」
の購入

令和4年6月1日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町１－８
－１

9011101031552

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）。

2,221,728 2,221,728 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課
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192
「総理大臣のシンガポール訪問に伴うプ
ロンプター運用・技術者派遣」業務委嘱

令和4年6月1日 アテイン株式会社
東京都千代田区神田東松下町
１７

1010001009930

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）。

2,124,100 2,124,100 100.0% D
事業実
施・会議
運営

2
総合外交
政策局

193
「『日韓有識者間政策対話』開催会場等
の手配」業務委嘱

令和4年6月1日
株式会社京王プラザ
ホテル

東京都新宿区西新宿２丁目２
番１号

7011101026125

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）。

1,047,090 1,047,090 100.0% D
事業実
施・会議
運営

10
アジア大
洋州局

194
「総理大臣のシンガポール訪問にかかる
チャーター機運行」業委嘱

令和4年6月2日 全日本空輸株式会社
東京都港区東新橋１丁目５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）。

22,000,000 22,000,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

195
「OECD閣僚理事会、WTO閣僚会合等に
係る同時通訳」業務委嘱

令和4年6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Ｇ－７ビルディング

6010001109206

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）。

5,484,350 5,484,350 100.0% A 通訳 4 経済局

196
「日米韓次官協議の共同記者会見に係
る同時通訳」業務委嘱

令和4年6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Ｇ－７ビルディング

6010001109206

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）。

1,550,100 1,550,100 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

197
「外務大臣政務官のソロモン諸島訪問に
際しての自衛隊機運航に係る自衛隊機
燃料」の購入

令和4年6月3日 ＥＮＥＯＳ株式会社
東京都千代田区大手町１丁目
１番２号

4010001133876

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）。

4,290,000 4,290,000 100.0% L 物品購入 10
アジア大
洋州局

198
「在外現地職員等の国内支援（日本語
教育）」業務委嘱

令和4年6月8日
独立行政法人国際交
流基金

東京都新宿区四谷１丁目６番４
号

3011105003801

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）。

－ 6,778,893 － J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

単価契約

199 「PCB廃棄物処理」業務委嘱 令和4年6月10日
中間貯蔵・環境安全
事業株式会社

東京都港区芝１丁目７番１７号 2010401053420

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）。

45,262,140 45,262,140 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

200
「領事業務情報システム（現地職員用パ
ソコン非互換対応作業）」業務委嘱

令和4年6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）。

19,163,760 19,163,760 100.0% H
システム
関係

7 領事局
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201
「日米韓首脳会談にかかる同時通訳」業
務委嘱

令和4年6月20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Ｇ－７ビルディング

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）。

2,528,000 2,528,000 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

202
「総理大臣のG7エルマウ・サミットに際し
て行われる『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4年6月20日 アテイン株式会社
東京都千代田区神田東松下町
１７

1010001009930

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）。

2,130,700 2,130,700 100.0% D
事業実
施・会議
運営

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

203
「次世代旅券発給管理システム（第2期）
開発（プラスチック旅券面の顔画像印画
検証に係る作業）」業務委嘱

令和4年6月21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）。

42,570,880 42,570,880 100.0% H
システム
関係

7 領事局

204
「総理大臣のG7エルマウ・サミット及び
NATO首脳会合等出席にかかる同時通
訳」業務委嘱

令和4年6月22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Ｇ－７ビルディング

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）。

5,459,400 5,459,400 100.0% A 通訳 4 経済局

205
「外務大臣のG20バリ外相会合出席にか
かる同時通訳」業務委嘱

令和4年6月22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Ｇ－７ビルディング

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）。

2,756,000 2,756,000 100.0% A 通訳 4 経済局

206
「公用iPadの導入及び運用管理（ヘルプ
デスク）」業務委嘱

令和4年6月23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

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）。

1,533,400 1,533,400 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

207
「外務大臣の『G20バリ外相会合』出席に
係るチャーター機運航」業務委嘱

令和4年6月24日
ＡＮＡビジネスジェット
株式会社

東京都港区西新橋１丁目１８番
６号

9010401139007

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）。

29,797,000 29,797,000 100.0% U 輸送 4 経済局

208
「開発協力広報コンテンツの制作・発信」
業務委嘱

令和4年6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

本サービスの提供におけるキャラク
ター使用にかかる許諾は本契約の相
手方を通じて行う必要があり、他に競
争を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

52,991,950 52,991,950 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

件数： 208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

11,851,737,350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
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