No.1
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
エージェント基本契約 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

「帰国外国人留学生短
期研究制度」「帰国外
国人留学生研究指導事
業」に係る航空券手配
一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学ネットワーク
機構 理事長 梶山 千里
メールマガジン実施業
神奈川県横浜市緑区長津田
務 一式
町4259

独立行政法人日本学生支援
財務会計システム問合 機構 理事長 梶山 千里
せサービス 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区有楽町１
－１－２

H22.4.1

日本通運株式会社
東京都港区東新橋１丁目
９番３号

H22.4.1

株式会社アルク
東京都杉並区永福５－５
４－１２

H22.4.1

株式会社ニッセイコム
東京都品川区大井１－４
７－１

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

－

3,307,500

13,512,240

5,985,000

7,963,200

－

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

考

0

本件企画競争による公募において、審査を経て
選定された企画内容を実行できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するため。

0

本件企画競争による公募において、審査を経て
選定された企画内容を実行できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから本機構会計 経費概算
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するため。

0

本件企画競争による公募において、審査を経て
選定された企画内容を実行できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから本機構会計 一式5,700,000円 消費税285,000円
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するため。

0

参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
月額158,000円×48ヵ月
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
一式7,584,000円 消費税379,200円
事務取扱細則第２３条第１項第１号に該当する
ため。

手数料250,000円×9回＋300,000円×
3回
一式 3,150,000円 消費税
157,500円

No.2
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
財務会計システム稼動
機構 理事長 梶山 千里
維持支援サービス 一
神奈川県横浜市緑区長津田
式
町4259

独立行政法人日本学生支援
財投機関債の格付業務 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
財投機関債の格付業務 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
インフォメーション
機構 理事長 梶山 千里
ボードシステム運用保
神奈川県横浜市緑区長津田
守 一式
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

H22.4.1

株式会社ニッセイコム
東京都品川区大井１－４
７－１

株式会社日本格付研究所
東京都中央区銀座５－１
５－８

H22.4.1

株式会社格付投資情報セ
ンター
東京都中央区日本橋１－
４－１

H22.4.1

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株式
会社
東京都千代田区内幸町１
－１－６

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

－

8,946,000

4,725,000

7,350,000

8,316,000

－

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

考

0

参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
月額177,500円×48ヵ月
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
一式8,520,000円 消費税426,000円
事務取扱細則第２３条第１項第１号に該当する
ため。

0

債券市場においては、投資に係る指標として同
一格付機関における格付の継続性が重視されて
いることから日本育英会債券発行時より継続的
に格付けを行っている格付機関の変更による信
用低下を避けるため、また、参加者の有無を確 一式 4,500,000円
認する公募を行ったが、参加の意思表明をした 225,000円
他の格付機関はなかったことから、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）に該当するため。

0

債券市場においては、投資に係る指標として同
一格付機関における格付の継続性が重視されて
いることから日本育英会債券発行時より継続的
に格付けを行っている格付機関の変更による信
用低下を避けるため、また、参加者の有無を確
認する公募を行ったが、参加の意思表明をした
他の格付機関はなかったことから、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）に該当するため。

0

参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
月額 660,000円×12ヵ月
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
一式7,920,000円 消費税396,000円
事務取扱細則第２３条第１項第１号に該当する
ため。

消費税

年間基本手数料 1,000,000円
付手数料 6,000,000円
一式 7,000,000円 消費税
350,000円

本格

No.3
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
金沢国際交流会館で使 機構 理事長 梶山 千里
用する電気 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
国際交流会館等（関西
機構 理事長 梶山 千里
地区） 寝具類の賃貸
神奈川県横浜市緑区長津田
借及び交換業務 一式
町4259

代位弁済請求対象者
（予定）に対する訪問
督促・居住確認等業務
予定件数4,883件

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
札幌国際交流会館 電力 機構 理事長 梶山 千里
メータ賃貸借 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

北陸電力株式会社 石川
支店
石川県金沢市下本多町六
番丁１１

H22.4.1

小山株式会社
奈良県奈良市西木辻町８
８番地

H22.4.1

オリファサービス債権回
収株式会社
東京都豊島区要町１－９
－１

H22.4.9

三菱東京UFJリース株式会
社
東京都千代田区丸の内15-1

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

－

6,906,682

6,929,913

17,635,458

3,931,200

－

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

考

（単価契約）
契約電力
常時 93kW
深夜
300kW
予定使用電力量 常時301,731kWh 深
夜 240,780kWh
一式 6,577,793円 消費税 328,889
円 (経費概算）

0

参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号に該当する
ため。

0

（単価契約）
（ﾘｰｽ料）ｼﾝｸﾞﾙ：21円×480室×365
日 ﾀﾞﾌﾞﾙ：29円×38室×365日
本件の一般競争入札において、再度の入札に付 （洗濯交換料）布団ｶﾊﾞｰ：50円×518
しても落札者がなく、入札不調となったことか 室×36回
ｼｰﾂ：50円×518室×36回
ら、本機構会計規程第１６条第1項及び契約事 枕ｶﾊﾞｰ：13円×556枚×36回 毛布：
務取扱細則第２３条第1項第１３号に該当する 220円×518室×2回 ベッドパッド．
ため。
ｼﾝｸﾞﾙ：159円×480室×2回 ﾍﾞｯﾄﾞ
ﾊﾟｯﾄ．ﾀﾞﾌﾞﾙ170円×38室×2回
一式6,599,918円 消費税329,995
円（概算経費）

0

本件の一般競争入札において、再度の入札に付
しても落札者がなく、入札不調となったことか
ら、本機構会計規程第１６条第1項及び契約事
務取扱細則第２３条第1項第１３号に該当する
ため。

0

本件の一般競争入札において、再度の入札に付
しても落札者がなく、入札不調となったことか
月額31,200円×120ヵ月
ら、本機構会計規程第１６条第1項及び契約事
一式 3,744,000円 消費税187,200円
務取扱細則第２３条第1項第１３号に該当する
ため。

（単価契約）
3,250円／件 成功報酬率55％
一式 16,795,675円 消費税 839,783
円（経費概算）

No.4
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
国際交流会館等管理運 機構 理事長 梶山 千里
営業務一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
ＡＬＭシステム保守 一 機構 理事長 梶山 千里
式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

「奨学金貸与・返還・
情報個別管理システム
（イクシス）」使用機
器の賃貸借及びプログ
ラム・プロダクトの使
用 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

財団法人日本国際教育支
援協会
東京都目黒区駒場４丁目
５番２９号

H22.4.1

アビームコンサルティン
グ株式会社
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

H22.4.1

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内１
－６－６

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

304,269,000

2,835,000

508,535,244

－

－

－

1

随意契約によることとした理由

備

本機構が設置する全国15箇所の国際交流会館等
（契約12箇所）には、世界数十カ国からの外国
人留学生が居住しており、生活習慣・宗教等文
化的な背景による諸問題の解決手段を熟知した
組織による安定した継続的な管理運営と全会館
同質のサービスを提供する必要がある。財団法 一式289,780,000円
人日本国際教育支援協会は発足の際に過去50年 14,489,000円
に渡る国際交流会館等管理運営のノウハウと高
い専門能力を有する職員を承継しており、外国
人留学生に対して教育的な立場からのサービス
提供能力や居住施設の管理能力において優れて
おり、このような組織は他に存在しないことか
ら、本機構会計規程第16条第１項及び契約事務
取扱細則第23条第１項第１号に該当するため。

考

消費税

0

ＡＬＭシステムを開発し、著作権を有する会社
でなければ保守を実施することができないこと
（月額）225,000円×12ヵ月
から、本機構会計規程第16条第１項及び契約事
一式2,700,000円
消費税 135,000
務取扱細則第23条第１項第１号（契約の性質又
円
は目的が競争を許さない場合）に該当するた
め。

0

当該システムは、（株）日立製作所が開発した
システムであり、この基本ソフト及び機器上で
なければ動作せず、この基本ソフトの著作権を 月額40,359,940円×12ヵ月
同社が有し、競争性が生じないことから、本機 一式484,319,280円 消費税
構会計規程第１６条第１項及び契約事務取扱細 24,215,964円
則第２３条第１項第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さない場合）に該当するため。

No.5
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
ＴＣＳソフトライセン 機構 理事長 梶山 千里
ス利用契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
ＴＣＳソフト保守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験関連ソフ
機構 理事長 梶山 千里
トウェア使用権の更新
神奈川県横浜市緑区長津田
一式
町4259

独立行政法人日本学生支援
札幌国際交流会館土地 機構 理事長 梶山 千里
賃借 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

株式会社アイティフォー
東京都千代田区一番町２
１

H22.4.1

株式会社アイティフォー
東京都千代田区一番町２
１

H22.4.1

ＳＡＳ Ｉｎｓｔｉｔｕｔ
ｅ Ｊａｐａｎ 株式会社
東京都中央区勝どき１丁
目１３番１号

H22.4.1

札幌市
札幌市中央区北１条西２
丁目

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

－

13,141,800

2,998,800

1,167,600

1,625,739

－

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

考

0

当該ソフトは業務パッケージソフト「延滞債権
管理システム（ＴＣＳ）」をカスタマイズして
構築したものであり、著作権を有する会社以外
月額1,043,000円×12ヵ月
では実施できず競争を許さないことから、本機
一式12,516,000円 消費税625,800円
構会計規程第１６条第１項及び契約事務取扱細
則第２３条第１項第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さない場合）に該当するため。

0

当該ソフトは業務パッケージソフト「延滞債権
管理システム（ＴＣＳ）」をカスタマイズして
構築したものであり、著作権を有する会社以外
月額238,000円×12ヵ月
では実施できず競争を許さないことから、本機
一式2,856,000円 消費税142,800円
構会計規程第１６条第１項及び契約事務取扱細
則第２３条第１項第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さない場合）に該当するため。

0

SAS Institute Japan株式会社は、本ソフト
ウェアのメーカー会社であり、直接契約以外の
方法がないことから、相手方は他に存在せず、
一式1,112,000円 消費税55,600円
競争を許さないことから本機構会計規程第１６
条第１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項
第１号に該当するため。

0

本案件は札幌国際交流会館敷地に係る他に代替
性のない土地の賃貸借契約であり、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第23 年額1,625,739円
条第１項第１号（契約の性質または目的が競争
を許さない場合）に該当するため。

No.6
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
仙台第二国際交流会館 機構 理事長 梶山 千里
土地賃借契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
大阪日本語教育セン
機構 理事長 梶山 千里
ター土地建物賃借 一
神奈川県横浜市緑区長津田
式
町4259

独立行政法人日本学生支援
福岡国際交流会館土地 機構 理事長 梶山 千里
賃借 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

財団法人仙台国際育友会
宮城県仙台市青葉区川内

H22.4.1

大阪市
大阪市北区中之島１－３
－20

H22.4.1

福岡市
福岡県福岡市中央区天神
１－８－１

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

2,220,000

41,624,891

3,191,572

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

0

本案件は仙台第二国際交流会館敷地に係る他に
代替性のない土地の賃貸借契約であるため、本
機構会計規程第１６条第１項及び契約事務取扱 年額2,220,000円
細則第２３条第１項第１号（契約の性質または
目的が競争を許さない場合）に該当するため。

0

本案件は大阪日本語教育センターに係る他に代
替性のない土地建物の賃貸借契約であり、本機
構会計規程第１６条第１項及び契約事務取扱細 年額41,624,891円
則第２３条第１項第１号（契約の性質または目
的が競争を許さない場合）に該当するため。

0

本案件は福岡国際交流会館敷地に係る他に代替
性のない土地の賃貸借契約であり、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第23 年額3,191,572円
条第１項第１号（契約の性質または目的が競争
を許さない場合）に該当するため。

考

No.7
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

名古屋分室、大阪第一
国際交流会館（２号
館）、広島国際交流会
館 土地賃借契約

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
マレーシア事務所賃借 機構 理事長 梶山 千里
契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
インドネシア事務所賃 機構 理事長 梶山 千里
借契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

韓国事務所賃借契約
一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

財団法人日本国際教育支
援協会
東京都目黒区駒場４丁目
５番２９号

H22.4.1

SMART PERFORMANCE SDN
BHD
Johor Darul Takzim
Malaysia

H22.4.1

H22.4.1

Ｐ.T.SUMMITMASPROPERTY
インドネシア共和国ジャ
カルタ特別市

又醒開発株式会社
ソウル特別市鐘路区雲泥
洞９８－７８

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

－

44,231,986

1,895,886

1,700,729

2,383,920

－

－

－

－

随意契約によることとした理由

備

考

0

本機構が所有する国際交流会館等建物の敷地で
あり、代替性のない土地について賃借するもの
であることから、本機構会計規程第１６条第１
項、契約事務取扱細則第23条第１項第１号（契
約の性質または目的が競争を許さない場合）に
該当するため。

0

本機構の留学生事業に必要な海外事務所の賃貸
借契約であることから本機構会計規程第１６条 5,851.5リンギット（月額）×12＝
第１項及び契約事務取扱細則第23条第１項第11 70,218リンギット
号（外国で契約をする場合）に該当するため。

名古屋分室 年額1,547,091円
大阪第一国際交流会館 年額
36,734,575円
広島国際交流会館 年額5,950,320円
（非課税）

1,189.44×（12－1.43【フリーレン
ト期間】）＝12,572.38（年間家賃）
…①
368.16×12＝4,417.92（年間共益
費）…②
（①＋②）×0.1＝1,699.03（年間
税）…③
①＋②＋③＝18,689.33…年間合計額
18,689.33us$

0

本機構の留学生事業に必要な海外事務所の賃貸
借契約であることから本機構会計規程第１６条
第１項及び契約事務取扱細則第23条第１項第11
号（外国で契約をする場合）に該当するため。

0

1,470,000×（12－1.43【フリーレン
ト期間】）＝17,640,000（年間家
賃）…①
本機構の留学生事業に必要な海外事務所の賃貸
787,500×12＝9,450,000…（年間共
借契約であることから本機構会計規程第16条第
益費）②
１項及び契約事務取扱細則第23条第１項第11号
（①＋②）×0.1＝2,709,000（年間
（外国で契約をする場合）に該当するため。
税）…③
①＋②＋③＝29,799,000…年間合計
額29,799,000W

No.8
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
札幌国際交流会館、駒
機構 理事長 梶山 千里
場国際交流会館建物賃
神奈川県横浜市緑区長津田
貸契約 一式
町4259

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

本部事務所賃貸借

独立行政法人日本学生支援
日本留学フェア（欧
機構 理事長 梶山 千里
州）実施に係るフラン
神奈川県横浜市緑区長津田
ス会場予約 一式
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学フェア（北
機構 理事長 梶山 千里
米）実施に係るブース
神奈川県横浜市緑区長津田
設置料 一式
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

H22.4.1

財団法人日本国際教育支
援協会
東京都目黒区駒場４丁目
５番２９号

－

37,838,945

－

0

H22.4.1

国立大学法人東京工業大
学
東京都目黒区大岡山２－
１２－１

－

6,726,352

－

0

H22.4.1

H22.4.8

Nantes International
Congress Center
フランス（ナント）

Freeman
アメリカ合衆国

－

－

1,429,674

2,532,235

－

－

0

0

随意契約によることとした理由
【収入要因】
財団法人日本国際教育支援協会は、機構が実施
する国際交流会館等の管理運営を受託するとと
もに、学生支援に関する業務を連携しながら実
施する法人であり、建物を貸し付けることによ
り、本機構の業務に支障がなく、目的を妨げな
いものであるため、固定資産管理事務細則第12
条及び施設貸付取扱要項第３に基づき貸付先を
特定し、認めるものであるから、本機構会計規
程第16条第１項及び契約事務取扱細則第23条第
１項第１号（契約の性質または目的が競争を許
さない場合）に該当するため。
本部事務所として国立大学法人の建物を引き続
き借り上げる必要があることから、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するため。

備

考

【賃貸収入】
札幌国際交流会館 年額830,527円
駒場国際交流会館 年額35,206,564
円
一式 36,037,091円 消費税
1,801,854円

土地209,248円

本フェアの実施のためには、会場は以下に示す
要件を満たすものでなければならず、本機構会
計規程第16条１項及び契約事務取扱細則第23条
第１項第１号（契約の性質又は目的が競争を許
さない場合）に該当するため。
・現地での認知度が高いこと。
€ 10,764
・参加機関のブースをすべて収容することがで
きる会場スペースを有していること。
・交通至便であるとともに、宿泊施設等が隣接
していること。

本フェアの実施は、NAFSAが主催する“Annual
Conference & Expo”におけるブース等への参
加により実施するが、参加に当たってのブース
設置については、主催者であるNAFSAより上記
業者が指定されているため、契約できる相手方 27,123.34ドル
は他に存在せず、競争を許さないことから本機
構会計規程第16条第１項及び契約事務取扱細則
第23条第１項第１号（契約の性質又は目的が競
争を許さない場合）に該当するため。

建物6,726,352円

No.9
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
文教関係団体厚生年金 機構 理事長 梶山 千里
基金事務所貸付契約
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
東京日本語教育セン
機構 理事長 梶山 千里
ター建物（事務所）貸
神奈川県横浜市緑区長津田
付契約
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

H22.4.1

文教関係団体厚生年金基
金
東京都新宿区本村町10－
７

アスジャ・インターナ
ショナル
東京都新宿区北新宿3－22
－７

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

781,296

598,809

－

－

備

考

0

文教関係団体構成年金基金は機構の役職員を含
めた文教関係団体の厚生年金基金の業務を行う
団体であり、建物を貸付けることにより、機構
の業務に支障がなく目的を妨げないものである
ため、固定資産管理事務取扱細則第12条及び施 月額 65,108円（消費税込）×12月
設貸付取扱要項第３に基づき貸付先を特定し認 【賃貸収入】
めるところであるから、本機構会計規程第１６
条第１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項
第１号（契約の性質又は目的が競争を許さない
場合）に該当するため。

0

アスジャ・インターナショナルは外務省からの
拠出金による国際組織で留学生支援事業を行う
機構と関係のある団体であり、建物を貸付ける
ことにより、機構の業務に支障がなく目的を妨
げないものであるため、固定資産管理事務取扱 年額 570,294円
細則第12条及び施設貸付取扱要項第３に基づき 【賃貸収入】
貸付先を特定し認めるところであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及び契約事務取
扱細則第２３条第１項第１号（契約の性質又は
目的が競争を許さない場合）に該当するため。

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.4.1

アスジャ・インターナ
ショナル
東京都新宿区北新宿3－22
－７

－

714,000

－

0

独立行政法人日本学生支援
仙台第一国際交流会館 機構 理事長 梶山 千里
土地賃貸借契約
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.4.1

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町
３－８－１

－

1,400,502

－

0

東京日本語教育セン
ター施設貸付契約

随意契約によることとした理由

アスジャ・インターナショナルは外務省からの
拠出金による国際組織で留学生支援事業を行う
機構と関係のある団体であり、建物を貸付ける
ことにより、機構の業務に支障がなく目的を妨
げないものであるため、固定資産管理事務取扱
細則第１２条及び施設貸付取扱要項第３に基づ
き貸付先を特定し認めるところであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１項及び契約事
務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性質
又は目的が競争を許さない場合）に該当するた
め。
本契約は仙台第一国際交流会館の土地を同会館
建物合築先の宮城県に建物の面積割合に基づき
賃貸するものであり、他に代替のない土地の賃
貸であるため、本機構会計規程第１６条第１項
及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１号
（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）
に該当するため。

消費税 28,515円

月額 59,500円（消費税込）×12月
【賃貸収入】

（貸付面積 1,113.99㎡）
年額 1,400,502円 （非課税）【賃
貸収入】

No.10
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 （インド
神奈川県横浜市緑区長津田
ネシア．ジャカルタ）
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 （韓国．
神奈川県横浜市緑区長津田
プサン）
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 （韓国．
神奈川県横浜市緑区長津田
ソウル）
町4259

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 （台湾．
神奈川県横浜市緑区長津田
台北）
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

H22.4.1

インドネシア大学日本研
究センター
Kampus UI Depok, Depok
16424 Indonesia

社団法人釜山韓日交流セ
ンター
釜山広域市沙上区徳浦洞
４０４－５

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

2,718,220

8,303,039

－

－

随意契約によることとした理由

備

0

本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
289,476,000ルピア
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
１号(外国で契約をする場合）に該当するた
め。

0

本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
106,697,880ウォン
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
１号(外国で契約をする場合）に該当するた
め。

H22.4.1

韓日協会
ソウル特別市瑞草区瑞草
洞１３１９－１１

－

18,126,794

－

0

H22.4.1

財団法人 語言訓練測験
中心
台北市辛亥路二段１７０
号

－

5,729,032

－

0

本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
243,102,800ウォン
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
１号(外国で契約をする場合）に該当するた
め。
本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で 2,037,462台湾ドル
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
１号に該当するため。

考

No.11
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

マレーシア元留学生協会
No.88,Jalan SS
2/4,47300 Petaling
Jaya,Selamgor Darul
Ehsan, Malaysia

－

2,108,881

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（札幌大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

学校法人札幌大学
H22.4.30 北海道札幌市豊平区西岡
３条７－３－１

－

1,907,400

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（宮城学
神奈川県横浜市緑区長津田
院女子大学）
町4259

学校法人宮城学院
H22.4.30 宮城県仙台市青葉区桜ヶ
丘９-１-１

－

2,118,004

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（城西大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

城西大学
H22.4.30 埼玉県坂戸市けやき台１１

－

4,195,496

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（駿河台
神奈川県横浜市緑区長津田
大学）
町4259

H22.4.30

－

1,400,602

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（敬愛大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

学校法人千葉敬愛学園
H22.4.30 千葉県千葉市稲毛区穴川
１-５-21

－

1,896,496

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（国士舘
神奈川県横浜市緑区長津田
大学）
町4259

学校法人国士舘
H22.4.30 東京都世田谷区世田谷４28-１

－

8,217,779

－

0

日本留学試験国外実施
委託 一式 （マレー
シア．クアラルンプー
ル）

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.4.1

学校法人駿河台大学
埼玉県飯能市阿須698

随意契約によることとした理由
本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
１号(外国で契約をする場合）に該当するた
め。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

備

考

78,553.38リンギット

一式 1,816,572円
円

一式 2,017,147円
100,857円

消費税 90,828

消費税

一式 3,995,711円
199,785円

消費税

一式 1,333,907円
円

消費税 66,695

一式 1,806,187円
円

消費税 90,309

一式 7,826,457円
円

消費税 391,322

No.12
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（東京理
神奈川県横浜市緑区長津田
科大学）
町4259

H22.4.30

学校法人東京理科大学
東京都新宿区神楽坂１-３

－

5,223,350

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（日本大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

日本大学
H22.4.30 東京都千代田区九段南４８-24

－

4,197,634

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（法政大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

学校法人法政大学
H22.4.30 東京都千代田区富士見２17-１

－

6,069,030

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（東京農
神奈川県横浜市緑区長津田
工大学）
町4259

国立大学法人東京農工大
学
H22.4.30
東京都府中市晴見町３-８
-１

－

6,375,512

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（桜美林
神奈川県横浜市緑区長津田
大学）
町4259

H22.4.30

桜美林大学
東京都町田市常磐町3758

－

4,768,391

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（鶴見大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

H22.4.30

学校法人総持学園鶴見大
学
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見2-1-3

－

2,902,024

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（横浜商
神奈川県横浜市緑区長津田
科大学）
町4259

学校法人横浜商科大学
H22.4.30 神奈川県横浜市鶴見区東
寺尾4-11-1

－

7,563,050

－

0

随意契約によることとした理由
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

備

一式 4,974,620円
円

考

消費税 248,730

一式 3,997,747円
199,887円

消費税

一式 5,780,029円
289,001円

消費税

一式 6,071,917円
303,595円

消費税

一式 4,541,325円
227,066円

消費税

一式 2,763,833円
138,191円

消費税

一式 7,202,905円
360,145円

消費税

No.13
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（仁愛大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

仁愛大学
H22.4.30 福井県越前市大手町３-１
-１

－

2,821,599

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（日本大
神奈川県横浜市緑区長津田
学国際関係学部）
町4259

日本大学国際関係学部
H22.4.30 静岡県三島市文教町２31-145

－

2,488,033

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（名古屋
神奈川県横浜市緑区長津田
産業大学）
町4259

名古屋産業大学
H22.4.30 愛知県尾張市新居町山の
田3255-5

－

5,398,063

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（京都工
神奈川県横浜市緑区長津田
芸繊維大学）
町4259

国立大学法人京都工芸繊
維大学
H22.4.30
京都府京都市左京区松ヶ
崎橋上町

－

3,446,960

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（大阪府
神奈川県横浜市緑区長津田
立大学）
町4259

H22.4.30

－

7,378,185

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（神戸学
神奈川県横浜市緑区長津田
院大学）
町4259

学校法人神戸学院
H22.4.30 兵庫県神戸市西区伊川谷
町有瀬518

－

1,619,068

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（岡山県
神奈川県横浜市緑区長津田
立大学）
町4259

公立大学法人岡山県立大
H22.4.30 学
岡山県総社市窪木111

－

4,031,682

－

0

公立大学法人大阪府立大
学
大阪府堺市中区学園町１１

随意契約によることとした理由
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

備

考

一式 2,687,238円
134,361円

消費税

一式 2,369,556円
118,477円

消費税

一式 5,141,013円
257,050円

消費税

一式 3,282,820円
164,140円

消費税

一式 7,026,843円
351,342円

消費税

一式 1,541,970円
円

消費税 77,098

一式 3,839,698円
191,984円

消費税

No.14
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）
機構 理事長 梶山 千里
実施委託一式（九州大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地
国立大学法人九州大学
H22.4.30 福岡県福岡市東区箱崎６10-１

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

8,381,597

－

0

－

1,292,736

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 （イン
神奈川県横浜市緑区長津田
ド．ニューデリー）
町4259

H22.4.1

インド文部省留学生協会
（ＭＯＳＡＩ）
1209-1211, 12th Floor
New Delhi House
27,Barakhamba Road New
Delhi India

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 (インドネ
神奈川県横浜市緑区長津田
シア．ジャカルタ）
町4259

H22.4.1

インドネシア大学
Kampus UI Depok, Depok
16424 Indonesia

－

1,486,530

－

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施
機構 理事長 梶山 千里
委託 一式 (タイ．バ
神奈川県横浜市緑区長津田
ンコク）
町4259

H22.4.1

タイ国元日本留学生協会
（ＯＪＳＡＴ）
2nd Floor Sibunruang 2
Building,1/7 Convent
Road, Silom, Bangrak,
BangkokThailand

－

1,298,380

－

0

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究 機構 理事長 梶山 千里
委託事業 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.4.1

文部科学省高等教育局
東京都千代田区霞が関３
－２－２

－

11,229,000

－

0

随意契約によることとした理由
参加者の有無を確認する公募において、本件に
係る相手方は他に存在せず競争を許さないこと
から、本機構会計規程第１６条第１項及び契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。
本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
号（契約の性質又は目的が競争を許さない場
合）に該当するため。
本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
号（契約の性質又は目的が競争を許さない場
合）に該当するため。
本試験の国外実施に当たっては、リスニング試
験の実施等を踏まえた適切な会場の確保や国内
の実施と同等の試験実施体制の確保を必須要件
としており、在外公館より推薦のあった海外の
機関について、本機構が設置する実施委員会で
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のであることから、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３条第１項第１
号（契約の性質又は目的が競争を許さない場
合）に該当するため。
本件は、平成２１年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであるから、本機構会計規程第１６
条第１項および契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に該当するため。

備

考

一式 7,982,474円
399,123円

経費概算

680,031INR

経費概算

289,476IDR

経費概算

471,705THB

【受託】一式
税含む）

消費税

11,229,000円（消費

No.15
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究
機構 理事長 梶山 千里
委託事業（宮城教育大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究 機構 理事長 梶山 千里
委託事業（筑波大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究 機構 理事長 梶山 千里
委託事業（東京大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

H22.4.1

H22.4.1

国立大学法人宮城教育大
学
宮城県仙台市青葉区荒巻
字青葉１４９

国立大学法人筑波大学
茨城県つくば市天王台１
丁目１番１

国立大学法人東京大学
東京都文京区本郷七丁目
３番１号

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

1,300,000

1,300,000

1,300,000

－

－

－

随意契約によることとした理由

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、宮城教 一式
育大学へ委託することが条件となっていること 円
から、本機構会計規程第１６条第１項および契
約事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の
性質又は目的が競争を許さない場合）に該当す
るため。

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、筑波大 一式
学へ委託することが条件となっていることか
円
ら、本機構会計規程第１６条第１項および契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、東京大 一式
学へ委託することが条件となっていることか
円
ら、本機構会計規程第１６条第１項および契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

備

考

1,238,096円

消費税

61,904

1,238,096円

消費税

61,904

1,238,096円

消費税

61,904

No.16
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究 機構 理事長 梶山 千里
委託事業（富山大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究
機構 理事長 梶山 千里
委託事業（同志社大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究
機構 理事長 梶山 千里
委託事業（関西学院大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

H22.4.1

H22.4.1

国立大学法人富山大学
富山県富山市五福３１９
０番地

同志社大学
京都府京都市上京区今出
川通烏丸東入玄武町６０
１

学校法人関西学院
H22.4.30 兵庫県西宮市上ヶ原一番
町１－１５５

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

－

－

1,300,000

1,300,000

1,300,000

－

－

－

随意契約によることとした理由

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、富山大 一式
学へ委託することが条件となっていることか
円
ら、本機構会計規程第１６条第１項および契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、同志社 一式
大学へ委託することが条件となっていることか 円
ら、本機構会計規程第１６条第１項および契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

0

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、関西学 一式
院大学へ委託することが条件となっていること 円
から、本機構会計規程第１６条第１項および契
約事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の
性質又は目的が競争を許さない場合）に該当す
るため。

備

考

1,238,096円

消費税

61,904

1,238,096円

消費税

61,904

1,238,096円

消費税

61,904

No.17
随

意

契

約

一

覧

平成22年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究 機構 理事長 梶山 千里
委託事業（広島大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結 契約者の相手方の氏名及
した日
び所在地

国立大学法人広島大学
H22.4.30 広島県東広島市鏡山一丁
目３番２号

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

－

1,300,000

－

0

随意契約によることとした理由

本件は、平成２０年度に文部科学省高等教育局
が実施した公募に、本機構学生生活部が申請し
選定された事業について、本年度も継続して実
施するものであり、文部科学省高等教育局へ提
出し受領された実施計画書においては、広島大 一式
学へ委託することが条件となっていることか
円
ら、本機構会計規程第１６条第１項および契約
事務取扱細則第２３条第１項第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さない場合）に該当する
ため。

備

1,238,096円

考

消費税

61,904

