独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びに
契約の相手方の商号又は名
その所属する部局の名称及 契約を締結した日
称及び住所
び所在地

独立行政法人日本学生支援
独立行政法人日本学生支援機 機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
構リスク管理支援業務
町4259

奨学金相談センターの設置及
び運営業務に係る委託

平成30事業年度会計監査業務

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 遠藤 勝裕
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 遠藤 勝裕
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
「Student Guide to Japan 2018- 機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
2019」ベトナム語版作成
町4259

平成30（2018）年度日本留学
フェア（国際教育展：マレーシ
ア）の実施に係る展示スペース
及びブース設営の申込み

平成30（2018）年度日本留学
フェア（ベトナム・ホーチミン及び
ハノイ）の会場設営等に係る業
務委託

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

平成30（2018）年度日本留学
独立行政法人日本学生支援
フェア（インドネシア）会場設営、 機構 理事長 遠藤 勝裕
広報及び印刷等 業務委託
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

様式３－４

公益法人の場合
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規
定等の根拠規定及び理由

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

公益法人の区
分

国認定、都道
応札・応募者
府県認定の区
数
分

備考

H30.9.3

EY新日本有限責任監査法人
東京都千代田区有楽町一丁
目1番2号
東京ミッドタウン日比谷 日
比谷三井タワー

本件企画競争による公募において提出された企
画提案書について、企画提案審査会を行った結
果、高い評価を得た企画提案書の提出者を契約
1010005005059 予定者として選定していることから、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。

-

8,288,568

-

-

企画競争

H30.9.28

株式会社エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト
大阪府大阪市都島区東野田
町4丁目15番82号

本件企画競争による公募において提出された企
画提案書について、企画提案審査会を行った結
果、高い評価を得た企画提案書の提出者を契約
1120001100018 予定者として選定していることから、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。

-

3,099,963,528

-

-

企画競争

H30.9.28

有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南二丁目15番
3号 品川インターシティ

平成26事業年度～平成30事業年度の複数年度に
係る会計監査人候補者として選定した事業者につ
いて、選定委員会における5年度目候補者として
の審議を踏まえて、当該事業者を平成30事業年
度会計監査人候補者として選定し、文部科学大臣
5010405001703 へ申請したところ選任を受けたため、当該事業者
を契約予定者として見積書を徴取した結果、予定
価格の範囲内であったことから、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。

-

20,844,000

-

-

企画競争

H30.9.5

In Quang Minh
31 Ngo Tien Bo, Kham Thien,
Hanoi, VIETNAM

-

「Student Guide to Japan 2018-2019」ベトナム語
版の作成については、日本語をベトナム語への翻
訳、ベトナム事務所職員がネイティブチェックを実
施し、日本からの輸送費の削減を図られることか
らベトナムの業者に委託する。本機構会計規程第
16条第1項及び約事務取扱細則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。

-

2,586,562

-

-

随意契約
（外国での
契約）

H30.9.13

Sphere Exhibits Malaysia Sdn
Bhd
No. 10B, Jalan Desa Jaya,
Taman Desa, 58100 Kuala
Lumpur, Malaysia

-

本フェアは、Sphere Exhibits Malaysia Sdn Bhdが
主催者として運営を行っているため、他に委託す
ることが許されないことから、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。

-

9,171,456

-

-

随意契約
（外国での
契約）

-

本フェアの実施に当たり、実施都市において我が
国への留学を検討している者に対し、効果的に広
報及び現地における諸準備を実施するため、日本
留学の事情及び現地の留学事情に精通している
こと及び日本－ベトナム双方の高等教育機関ネッ
トワークを活用できることが必要であるが、外国で
の契約であること及び事業を効果的に実施する者
が特定されることから、本機構会計規程第16条第
1項及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。

-

7,256,022

-

-

随意契約
（外国での
契約）

-

本フェアの実施に当たり、実施都市において我が
国への留学を検討している者に対し、効果的に広
報及び現地における諸準備を実施するため、日本
留学の事情及び現地の留学事情に精通している
こと及び日・インドネシア双方の高等教育機関ネッ
トワークを活用できることが必要である。外国での
契約であること及び事業を効果的に実施する者が
特定されることから、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。

-

13,553,522

-

-

随意契約
（外国での
契約）

H30.9.13

H30.9.18

SallaAgent Co., Ltd.
B3-11 Vinhomes Gardenia,
My Dinh, Hanoi, Vietnam

PT. Dyandra Communication
Jl. Johar No.9, Menteng
Jakarta Pusat 10350
INDONESIA

独立行政法人日本学生支援
平成30（2018）年度日本留学
機構 理事長 遠藤 勝裕
フェア（ベトナム・ハノイ）業務委
神奈川県横浜市緑区長津田
託
町4259

平成30（2018）年度日本留学
フェア（国際教育展：マレーシ
ア）実施に係る業務

データセンタ更改に伴う業務シ
ステム機器（「ログ収集システ
ム」「不正侵入検知・防御システ
ム」「データセンター内ネットワー
ク再構築機器」）移設

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

平成30（2018）年度日本留学
独立行政法人日本学生支援
フェア（国際教育展：中国）の実
機構 理事長 遠藤 勝裕
施に係る展示スペース設営等
神奈川県横浜市緑区長津田
の申し込み
町4259

独立行政法人日本学生支援
レピュテーション・マネジメント支 機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
援業務
町4259

独立行政法人日本学生支援
モノクロレーザープリンターの再 機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
リースに伴う保守
町4259

H30.9.18

H30.9.19

H30.9.20

H30.9.20

H30.9.25

H30.9.28

ベトナム元日本留学生協会
R203, 2nd Fl., No.2 Doan Ke
Thien Keo dai, Mai Dich,
CauGiay, Hanoi, Vietnam

マレーシア元留日学生協会
No. 88, Jalan SS 2/4, 47300
Petaling Jaya, Selangor,
MALAYSIA

日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

Beijing Pico Exhibition
Services Co., Ltd.
Pico Creative
Center,Shunxing Road
Shunyi District,Beijing
101300, China.

凸版印刷株式会社
東京都台東区台東1丁目5番
1号

リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

本フェアの実施に当たり、実施都市において我が
国への留学を検討している者に対し、効
果的に広報及び現地における諸準備を実施する
ため、日本留学の事情及び現地の留学事情に
通していること及び日越双方の高等教育機関ネッ
トワークを活用できることが必要である。外国での
契約であること及び事業を効果的に実施する者が
特定されることから、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。

-

2,047,545

-

-

随意契約
（外国での
契約）

-

1,850,574

-

-

随意契約
（外国での
契約）

-

43,632,000

-

-

競争性のな
い随意契約

-

1,750,871

-

-

随意契約
（外国での
契約）

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
7010501016231
則第23条第1項第13号（競争に付しても入札者が
ないとき又は再度の入札に付しても落札者がない
場合）に該当するため。

-

3,294,000

-

-

随意契約
（不落随契）

本調達の対象機器のレーザープリンターは、リ
コーリース株式会社とのリース契約によりリースさ
れているものであり、同社の指定する者以外では
1010001110829 作業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（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。

-

1,469,664

-

-

競争性のな
い随意契約

-

-

本フェアの実施に当たり、実施都市において我が
国への留学を検討している者に対し、効果的に広
報及び現地における諸準備を実施するため、日本
留学の事情及び現地の留学事情に精通している
こと及び日・マレーシア双方の高等教育機関ネット
ワークを活用できることが必要である。外国での契
約であること及び事業を効果的に実施する者が特
定されることから、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。

本調達の作業対象である「データセンター内ネット
ワーク再構築機器」のネットワーク基盤の対象機
器については、NECキャピタルソリューション(株)と
のリース契約によりリースされているものであり、
同社の指定する者以外では作業を実施できない。
また、「ログ収集システム」「不正侵入検知・防御シ
ステム」についても、当該事業者独自の技術が組
み込まれており、かつ設定構築も行っているため、
7010401022916
システム全般の情報やノウハウに関して熟知して
いるのは当該事業者しかいない。そのため、本調
達における調査や設定作業において、対応できる
のは当該事業者以外には不可能であり、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。

-

本フェアの主催者である中国教育国際交流協会
が契約相手を指定しているため、他に委託するこ
とが許されないことから、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。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

