No.1
随

意

契

約

一

覧

平成23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
駒場国際交流会館土地 機構 理事 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
賃借 一式
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 髙塩 至
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
(毎月）リレー口座振替
機構 理事 髙塩 至
不能者等に対する督促
神奈川県横浜市緑区長津田
架電 予定件数145万件
町4259

払込取扱票送付後の督
促架電及び口座加入督
促架電業務
予定件数
368,000件

独立行政法人日本学生支援
機構 理事 髙塩 至
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

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

H23.4.1

国 財務省関東財務局東
京財務事務所
東京都文京区湯島4丁目6
番15号

-

1,070,627,220

-

0

H23.4.1

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内16-6

-

350,244,594

-

0

H23.4.1

H23.4.1

日立キャピタル債権回収
株式会社
東京都港区新橋5-22-10

日立キャピタル債権回収
株式会社
東京都港区新橋5-22-10

-

-

209,711,250

61,622,299

-

-

随意契約によることとした理由
本件は、駒場国際交流会館敷地に係る土地の賃
借であり、他に代替性がなく競争を許さないこ
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。
本件は、株式会社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同社が
有し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。

備

年額

考

35,687,574円（非課税）

37,062,920円×9ヶ月
一式 333,566,280円
16,678,314円

消費税

0

（単価契約）
(1)人的保証（振替不能１回目）：単
価100円／件
（基礎）100円×950,000件＋（成
功）100円×346,750件
(2)人的保証（振替不能2回目以降全
本件は、一般競争入札において、再度の入札に て）：単価100円／件
付しても落札者がなく、入札不調となったこと （基礎）100円×310,000件＋（成
から、本機構会計規程第16条第1項及び約事務 功）100円×113,150件
取扱細則第23条第1項第13号に該当するため。 (3)機関保証：単価100円／件
（基礎）予定件数100円×190,000件
＋（成功）100円×69,350件
(4)リレー口座加入用紙送付手数料：
単価150円×12,000件
一式 199,725,000円 消費税
9,986,250円 （経費概算）

0

（単価契約）
(1) 支払督促架電
①口座紙請求人的保証：121円／件
（基礎）121円×275,000件＋（成
功）121円 ×87,450件
②口座紙請求機関保証：121円／件
（基礎）121円×13,000件＋（成
本件は、一般競争入札において、再度の入札に
功）121円×4,134件
付しても落札者がなく、入札不調となったこと
(2) 支払督促架電（紙請求）：121円
から、本機構会計規程第16条第1項及び約事務
／件
取扱細則第23条第1項第13号に該当するため。
（基礎）121円×70,000件＋（成
功）121円×22,260件
(3) 口座加入督促：121円／件
（基礎）121円×10,000件＋（成
功）121円×3,180件
一式 58,687,904円 消費税
2,934,395円
（経費概算）

No.2
随

意

契

約

一

覧

平成23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

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

随意契約によることとした理由
本件は、本機構が所有する国際交流会館等建物
に係る土地の賃借であり、他に代替性がなく競
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。

備

考

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）

H23.4.1

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

H23.4.1

大阪市
大阪市北区中之島1丁目3
番20号

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 髙塩 至
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

H23.4.1

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

-

1

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

H23.4.1

社団法人韓日協会
ソウル特別市瑞草区瑞草
洞1319-11

-

18,121,990

-

0

独立行政法人日本学生支援
スカラネット用Webサー 機構 理事 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
バ保守 一式
町4259

H23.4.1

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内16-6

-

10,499,895

-

0

本件は、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 月額1,111,100円×9ヶ月
から、本機構会計規程第16条第1項及び約事務 一式9,999,900円 消費税499,995円
取扱細則第23条第1項第13号に該当するため。

0

本件は、HP等を通じた公募のうえで、審査（企
画競争）を経て選定されたものであり、契約価
格の競争による相手方の選定を許さないことか
ら、当該事業を実施できる相手方は他にない。 一式9,866,486円
よって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。

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

独立行政法人日本学生支援
機構 理事 髙塩 至
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

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 髙塩 至
ター土地建物賃借 一
神奈川県横浜市緑区長津田
式
町4259

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（韓国・ソウル） 一
式

「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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H23.4.1

日本通運株式会社
東京都港区東新橋1丁目9
番3号

-

-

-

44,231,986

41,624,891

10,359,810

-

-

-

1

0

本件は、本機構が所有する大阪日本語教育セン
ター建物に係る土地の賃借であり、他に代替性
がなく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
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
いものであり、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。
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。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。

年額
む）

41,624,891円

（消費税含

【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

経費概算

251,443,360KRW

消費税493,324円

No.3
随

意

契

約

一

覧

平成23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

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。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。
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
認するためにHP等を通じて公募を行ったが、参
加の意思表明をした他の相手方は他にない。
よって、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。
本件は、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では
実施でき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。

備

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

H23.4.1

社団法人釜山韓日交流セ
ンター
釜山広域市釜山鎭区田浦2
洞660-1番地

-

7,879,369

-

0

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
一式
町4259

H23.4.1

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

-

7,350,000

-

0

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

H23.4.1

株式会社アイティフォー
東京都千代田区一番町21

-

7,276,500

-

0

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
用する電気 一式
町4259

H23.4.1

北陸電力株式会社 石川
支店
石川県金沢市下本多町6番
丁11番地

-

7,031,394

-

0

本件は、参加者の有無を確認するために公募を
行ったが、参加の意思表明をした他の相手方は
他にない。よって、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。

独立行政法人日本学生支援
大分国際交流会館土地 機構 理事 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
賃借 一式
町4259

H23.4.1

別府市
大分県別府市上野口1番15
号

-

6,447,000

-

0

本案件は大分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
年額
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

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 年間一括 4,500,000円
認するためにHP等を通じて公募を行ったが、参 225,000円
加の意思表明をした他の相手方は他にない。
よって、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。

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（韓国・プサン） 一
式

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
一式
町4259

H23.4.1

株式会社日本格付研究所
東京都中央区銀座5-15-8

-

4,725,000

-

経費概算

考

109,535,400KRW

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

月額 577,500円×12ヶ月
一式 6,930,000円 消費税
346,500円
（単価契約）
契約電力 常時101kw 深夜300kw
予定使用電力量 常時313,214kWh
深夜238,680kWh
一式 6,696,566円 消費税
334,828円
（経費概算）

6,447,000円（非課税）

消費税

No.4
随

意

契

約

一

覧

平成23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

随意契約によることとした理由

備

考

独立行政法人日本学生支援
平成23(2011)年度日本
機構 理事 髙塩 至
留学試験国外実施業務
神奈川県横浜市緑区長津田
（台湾・台北） 一式
町4259

H23.4.1

財団法人語言訓練測験中
心
台北市辛亥路二段170號

-

4,250,434

-

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 経費概算
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のである。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。

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

H23.4.1

国立大学法人東京工業大
学
東京都目黒区大岡山2-121

-

4,054,617

-

0

本件は、本部事務所に係る土地・建物の賃借で
あり、他に代替性がなく競争を許さないことか 土地 219,710円 建物
ら、本機構会計規程第16条第1項及び契約事務 円 (消費税含む）
取扱細則第23条第1項第1号に該当するため

H23.4.1

株式会社シグマコミュニ
ケーションズ
東京都品川区西五反田719-1

0

本件は、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項及び約事務
取扱細則第23条第1項第13号に該当するため。

本部事務所賃貸借
式

独立行政法人日本学生支援
東京国際交流館プラザ
機構 理事 髙塩 至
平成会議施設特殊設備
神奈川県横浜市緑区長津田
操作業務 一式
町4259

-

3,612,000

-

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
賃借 一式
町4259

H23.4.1

福岡市
福岡県福岡市中央区天神
一丁目8番1号

-

3,191,571

-

0

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

H23.4.1

株式会社アイティフォー
東京都千代田区一番町21

-

2,961,000

-

0

独立行政法人日本学生支援
文書決裁及び決裁済文
機構 理事 髙塩 至
書管理システム保守
神奈川県横浜市緑区長津田
一式
町4259

H23.4.1

東芝ソリューション株式
会社
東京都港区芝浦1-1-1

-

2,827,440

-

0

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

H23.4.1

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110-1

-

2,583,000

-

0

本件は、福岡国際交流会館の土地を同会館建物
合築先の福岡市に建物の面積割合に基づき賃借
するものであり、他に代替性がなく競争を許さ
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。
本件は、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では
実施でき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。
本件は、業務パッケージソフト（ArcFort）を
カスタマイズして構築したものであり、著作権
を有する会社でなければ保守を実施できず競争
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。
本件は、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
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。

1,515,734TWD

3,834,907

（単価契約）
音響操作・照明操作・映像操作
チーフエンジニア 26,500円 ×86人
日 アシスタントエンジニア21,500
円×54人日
一式3,440,000円 消費税172,000円

年額

3,191,571円（非課税）

235,000円×12ヶ月
一式 2,820,000円
141,000円

消費税

224,400円×12ヶ月
一式 2,692,800円
134,640円

消費税

205,000円×12ヶ月
一式 2,460,000円
123,000円

消費税

No.5
随

意

契

約

一

覧

平成23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

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（インドネシア・ジャ
カルタ） 一式

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

H23.4.1

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

-

2,580,075

-

0

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H23.4.1

又醒開発株式会社
ソウル特別市鐘路区雲泥
洞98-78

-

2,383,920

-

0

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
土地賃借契約 一式
町4259

H23.4.1

財団法人仙台国際育友会
宮城県仙台市青葉区川内

-

2,220,000

-

0

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

H23.4.1

マレーシア元留日学生協
会（JAGAM）
No.88, Jalan SS 2/4,
47300 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

-

2,001,870

-

0

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 髙塩 至
神奈川県横浜市緑区長津田
賃借 一式
町4259

H23.4.1

札幌市
札幌市中央区北1条西2丁
目

-

1,707,025

-

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 髙塩 至
土地賃貸借契約 一式 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H23.4.1

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町
三丁目8番1号

-

1,680,602

-

0

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（マレーシア・クアラ
ルンプール） 一式

随意契約によることとした理由

備

考

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 経費概算 283,723,000IDR
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のである。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。
（家賃）1,470,000ｳｫﾝ×12月＝
本件は、本機構の留学生事業に必要な海外事務 17,640,000ｳｫﾝ…①
所の賃借であり、他に代替性がなく競争を許さ （共益費）787,500ｳｫﾝ×12月＝
ないことから、本機構会計規程第16条第1項及 9,450,000ｳｫﾝ…②
び契約事務取扱細則第23条第1項第11号に該当 （韓国付加価値税）（①＋②）×0.1
＝2,709,000ｳｫﾝ…③
するため。
①＋②＋③＝29,799,000ｳｫﾝ
本件は、仙台第二国際交流会館敷地に係る土地
の賃借であり、他に代替性がなく競争を許さな
いことから、本機構会計規程第16条第1項及び 年額 2,220,000円 （非課税）
契約事務取扱細則第23条第1項第1号に該当する
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 経費概算 77,495MYR
実施協力機関として決定し、外国で契約するも
のである。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。
本件は、札幌国際交流会館の土地を同会館建物
合築先の札幌市に建物の面積割合に基づき賃借
するものであり、他に代替性がなく競争を許さ
年額 1,707,025円 （非課税）
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。
本件は、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
【賃貸収入】（貸付面積 1,113.99
賃貸するものであり、他に代替性がなく競争を
㎡）
許さないことから、本機構会計規程第16条第1
年額 1,680,602円 （非課税）
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。

No.6
随

意

契

約

一

覧

平成23年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量

タイ事務所賃借契約
一式

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 髙塩 至
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

H23.4.1

S.P.Building Co.,Ltd.
No.388 Phaholyotin
Rhaholyotin
Road,Samsennai,Khet
Phayathai,Bangkok
10400

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

-

1,372,022

-

0

H23.4.1

国際文化交流センター
Lotus Regency,
Ketintang Baru Selatan
Street 1A/23 (F7),
Surabaya Indonesia

-

1,350,983

-

0

H23.4.1

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

-

1,259,972

-

0

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

H23.4.1

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

-

1,110,080

-

0

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 髙塩 至
基金事務所貸付契約
神奈川県横浜市緑区長津田
一式
町4259

H23.4.1

文教関係団体厚生年金基
金
新宿区市谷本村町10-7

-

897,480

-

0

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（インドネシア・スラ
バヤ） 一式

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

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（インド・ニューデ
リー） 一式

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

平成23(2011)年度日本
留学試験国外実施業務
（タイ・バンコク）
一式

随意契約によることとした理由
本件は、本機構の留学生事業に必要な海外事務
所の賃借であり、他に代替性がなく競争を許さ
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11号に該当
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。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
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。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
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。よって、契約事務取扱細則第23条第
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。
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、本
機構の業務に支障がなく、目的を妨げないもの
であり、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。

備

考

（家賃）7,440ﾊﾞｰﾂ×12月＝89,280
ﾊﾞｰﾂ…①
（共益費）31,844ﾊﾞｰﾂ×12月＝
382,128ﾊﾞｰﾂ…②
（保証金差額）18,600ﾊﾞｰﾂ…③
①＋②＋③＝490,008ﾊﾞｰﾂ

経費概算

148,826,810IDR

経費概算

749,001INR

経費概算

429,860THB

【賃貸収入】
月額 74,790円（消費税込）×12月
（光熱水料、管理費含む）

No.7
随

意

契

約

一

覧

平成23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
東京日本語教育セン
機構 理事 髙塩 至
ター建物（事務所）貸
神奈川県横浜市緑区長津田
付契約 一式
町4259

市谷事務所における清
涼飲料水等自動販売機
の設置・管理運営業務
委託 一式

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

延滞債権回収（平成23
年度振替不能4回目及び
紙請求延滞分）及び入
金管理業務

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

平成23(2011)年度日本
留学フェア(北米（カナ
ダ）、バンクーバー)
ブース設営

独立行政法人日本学生支援
機構 理事 髙塩 至
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

H23.4.1

H23.4.1

アスジャ・インターナ
ショナル
新宿区北新宿3-22-7

株式会社八洋
東京都新宿区東五軒町218

H23.4.5

エム・ユー・フロンティ
ア債権回収株式会社
東京都中野区本町2-46-1

H23.4.5

Freeman
1000 Elmwood Park Blvd
New Orleans, LA 70123

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

-

-

-

-

561,255

216,972

248,140,872

2,509,396

-

-

-

-

0

随意契約によることとした理由

備

考

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、本機構の業務に支障がなく目的 【賃貸収入】
を妨げないものであり、固定資産管理事務取扱 年額 561,255円（消費税込）
細則第12条及び施設貸付取扱要項第３に基づき （光熱水料、管理費含む）
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号に該当するため。

本件は、HP等を通じた公募のうえで、審査（企
画競争）を経て選定されたものであり、契約価
格の競争による相手方の選定を許さないことか
ら、当該事業を実施できる相手方は他にない。
よって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。

【収入】 予定販売手数料
缶・ペットボトル：70円×10％×
3,600本
缶・ペットボトル：80円×10％×
3,600本
缶・ペットボトル：90円×10％×
3,600本
缶・ペットボトル：100円×10％×
3,600本
特定保健用健康食品：130円×10％×
3,600本
カップ ：70円×20％×3,600本
カップ ：60円×20％×3,600本
カップ ：30円×20％×3,600本
一式 216,972円 (消費税込） (経
費概算）

0

本件は、HP等を通じた公募のうえで、審査（企
画競争）を経て選定されたものであり、契約価
格の競争による相手方の選定を許さないことか
ら、当該事業を実施できる相手方は他にない。
よって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。

1回収業務
(1)報酬率
1月目:4.90%・2月目:4.80%・3月
目:4.50%・4月目:3.80%・5月
目:3.50%・6月目:3.50%
(2)返還期限猶予願送付:200円／件
(3)訪問に対する手数料:6,500円／件
2.入金管理業務
(1)回収委託後の入金管理業務:400円
／件・月
(2)機関保証の催告書発送後の管理業
務:500円／件・回
（経費概算）

0

本フェアの主催者であるNAFSAが契約先業者を
指定していることから、他に委託することが許
されない。よって、契約事務取扱細則第23条第 CAD29,078（1CAD=86.3円）
1項第1号及び第23条第1項第11号に該当するた
め。

0

No.8
随

意

契

約

一

覧

平成23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
平成23(2011)年度日本
機構 理事 髙塩 至
留学フェア(ベトナム、
神奈川県横浜市緑区長津田
ハノイ)会場借料
町4259

独立行政法人日本学生支援
延滞債権回収（延滞2年
機構 理事 髙塩 至
半以上4年未満）及び入
神奈川県横浜市緑区長津田
金管理業務
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

H23.4.6

Mclia Hanoi
44b Ly Thuong Kiet
Street
Hanoi, 01235

日立キャピタル債権回収
H23.4.18 株式会社
東京都港区新橋5-22-10

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

-

-

1,201,900

114,415,896

-

-

0

0

随意契約によることとした理由

備

考

本フェア実施にあたっては、次の（1）から
（4）までの条件を満たす業者が他になく、在
ベトナム日本国大使館及び在ホーチミン日本国
総領事館からも特段問題ないとの回答を得てい
ることから、契約事務取扱細則第23条第1項第1
号及び第23条第1項第11号に該当するため、
Mclia Hanoiを選定した。
（1) 平成22年度の参加機関数は、機構及び現
地日本公館等関係機関を含めて、ハノイが66機
関、ホーチミンが70機関であり、平成23年度も
同程度の参加数が見込まれ、当該機関数のブー
スを設置可能なスペースを有していること。
（2) 同一ホール内に一機関当たり幅3m×奥行
き2m程度のブースを参加機関数分収容するとと
もに、混雑の原因とならないような広さの通路
USD14,140（1US$=85円）
を確保するためには、900㎡程度のスペースが
必要となること。
（3) これまでハノイ、ホーチミンでフェア会
場となった会場や大型のホールのあるホテルを
確認したところ、900㎡以上のスペースを提供
できる会場は、市の中心地には存在しないこと
が判明したこと。
（4）市の中心地から遠く離れた地域には上記
（3）を満たす会場があるが、交通手段とし
て、タクシーしかなく、運転手は市内の地理に
疎い者が多くタクシーを利用しても希望する場
所にたどり着けないリスクがあるため、日本側
の参加者にとっては、宿泊施設が可能な限り
フェア会場内又はフェア会場から徒歩圏内にあ
ることが望ましいこと。

本件は、HP等を通じた公募のうえで、審査（企
画競争）を経て選定されたものであり、契約価
格の競争による相手方の選定を許さないことか
ら、当該事業を実施できる相手方は他にない。
よって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。

1.回収業務
予定回収率:17%
回収手数料率（報酬率）:7.2%
回収実績が予定回収率を下回った場
合の回収手数料率
・回収率17%未満～16%以上:7.1%
・回収率16%未満:7.0%
返還期限猶予願送付:200円／件
訪問に対する手数料:6,500円／件
2.入金管理業務:280円／件・月
（経費概算）
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平成23年4月分
物品等又は役務の名称
及び数量
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7,619件

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 髙塩 至
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

オリファサービス債権回
H23.4.28 収株式会社
東京都豊島区要町1-9-1

予定
契約金額（円） 落札率 再就職の
価格
役員の数

-

35,237,895

-

0

随意契約によることとした理由

備

考

（単価契約）
単価4,400円／件
本件は、一般競争入札において、再度の入札に
（基礎）4,400円×7,619件
付しても落札者がなく、入札不調となったこと
（成功）4,400円×0.55（成功報酬率
から、本機構会計規程第16条第1項及び約事務
55%）×15件
取扱細則第23条第1項第13号に該当するため。
一式 33,559,900円 消費税
1,677,995円 （経費概算）

