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
平成30年度東京国際交流館ス
機構 理事長 遠藤 勝裕
タディツアー実施に係る旅行手
神奈川県横浜市緑区長津田
配業務
町4259

「日本留学情報サイト」構築業
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
日本学生支援機構イメージアッ 機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
プ動画制作業務委託
町4259

H31.2.1

福島交通観光株式会社
福島県福島市東浜町7-8

H31.2.15

株式会社イーアンドディー
東京都千代田区神田須田町
1-24-6

H31.2.20

テレビ朝日映像株式会社
東京都港区六本木1-1-1

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

本件企画競争による公募において、4者から提出
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、当該企画提案書の提出者を契約予
7380001001390 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。

-

2,889,110

-

-

企画競争

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、当該企画提案書の提出者を契約予定者として
9010001127295 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。

-

57,530,000

-

-

企画競争

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、当該企画提案書の提出者を契約予定者として
5010401018924 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。

-

5,392,656

-

-

企画競争

-

43,449,480

-

-

企画競争

-

9,720,000

-

-

企画競争

-

2,882,564

-

-

公募

本件企画競争による公募において、1者から提出
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、最も評価点が高い企画提案書を特定
し、当該企画提案書の提出者を契約予定者として
6010001145804
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。
本件企画競争による公募において、5者から提出
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、最も評価点が高い企画提案書を特定
し、当該企画提案書の提出者を契約予定者として
4011001041672
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。
参加者の有無を確認する公募を実施したところ、
公告期間中に他者からの参加意思確認書の提出
がなかったことから、本機構会計規程16条第1項
5013301004663
および契約事務取扱細則第23条第1項第1号（契
約の性質は又は目的が競争を許さない場合）に該
当するため。

官民協働海外留学支援制度～
トビタテ！留学JAPAN日本代表
プログラム～第10期生から第11
期生に係る事前研修および第4
期生から第11期生に関わる事
後研修の企画及び実施業務

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

H31.2.26

アルー株式会社
東京都千代田区九段北113-5

留学促進キャンペーン「トビタ
テ！留学JAPAN」及び、主な取
り組みである「官民協働海外留
学支援制度トビタテ！留学
JAPAN日本代表プログラム」に
係る留学機運醸成を図るデジタ
ル広告の企画・制作・広告出稿
及び運用業務

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

H31.2.26

株式会社フルスピード
東京都渋谷区円山町3-6

独立行政法人日本学生支援
「平成31（2019）年度外国人学
機構 理事長 遠藤 勝裕
生のための進学説明会」の実施
神奈川県横浜市緑区長津田
会場（東京）の提供
町4259

H31.2.14

株式会社サンシャインシティ
東京都豊島区東池袋3-1-1

H31.2.14

積水ハウス梅田オペレーショ
ン株式会社
大阪府大阪市北区大淀中11-88

参加者の有無を確認する公募を実施したところ、
公告期間中に他者からの参加意思確認書の提出
がなかったことから、本機構会計規程16条第1項
2120001065953
および契約事務取扱細則第23条第1項第1号（契
約の性質は又は目的が競争を許さない場合）に該
当するため。

-

2,786,400

-

-

公募

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
9013301008743
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。

-

9,179,892

-

-

随意契約
（不落随契）

本件は、ベトナム事務所にて実施の運営業務等に
係る契約であり、外国での契約であることから、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12号（外国で契約をする場合）に
該当するため。

-

1,216,600

-

-

競争性のな
い随意契約

独立行政法人日本学生支援
「平成31（2019）年度外国人学
機構 理事長 遠藤 勝裕
生のための進学説明会」の実施
神奈川県横浜市緑区長津田
会場（大阪）の提供
町4259

日本学生支援機構青海事務所
用会議机・椅子及び東京国際
交流館プラザ平成メディアホー
ル用会議椅子の調達

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

H31.2.1

株式会社徳河
東京都豊島区東池袋5-18-8

インドネシア事務所に係るオン
ライン広告の実施

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

H31.2.1

PT, COKRO PANGUKIR
CAHAYA
JI.Percetakan Negara ll no
11-Jakaruta Pusat 10560

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 遠藤 勝裕
平成31（2019）年度日本留学
フェア（タイ）に係るバンコク会場 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
平成31（2019）年度日本留学
機構 理事長 遠藤 勝裕
フェア（インドネシア）に係るジャ
神奈川県横浜市緑区長津田
カルタ会場
町4259

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 遠藤 勝裕
平成31（2019）年度日本留学
フェア（韓国）に係るソウル会場 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
奨学金業務システムにおける帳
機構 理事長 遠藤 勝裕
票管理機能等強化に伴う基盤
神奈川県横浜市緑区長津田
改修作業等
町4259

東京国際交流館単身用B棟屋
上への電波監視業務実施に係
る小型モニタリングセンサの設
置

2019年度日本留学フェア（ベト
ナム）ハノイ会場

2019年度日本留学フェア（ベト
ナム）ホーチミン会場

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
機構 理事長 遠藤 勝裕
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H31.2.7

H31.2.7

H31.2.7

H31.2.12

H31.2.20

H31.2.22

H31.2.22

Bangkok Convention Centre
at CentralWorld
999/99 Rama I Road,
Pathumwan, Bangkok 10330,
Thailand

本フェア実施に当たっては、会場は以下の要件を
満たす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。
・参加ブースを全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、
・交通の利便性が高くかつ宿泊施設等が隣接して
いること、
・現地での認知度が高いこと。
なお、複数の会場比較を行った上で、事業者を選
定するなど、競争性が確保できるよう努めた。

-

5,122,687

-

-

随意契約
（外国での
契約）

Balai Sidang Jakarta
Convention Center（JOC）
JI. Gatot Subroto, Jakarta
10270 P.O. Box 4916,
Jakarta 10049 Indonesia

本フェア実施に当たっては、会場は以下の要件を
満たす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。
・参加ブースを全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、
・交通の利便性が高くかつ宿泊施設等が隣接して
いること、
・現地での認知度が高いこと。
なお、複数の会場比較を行った上で、事業者を選
定するなど、競争性が確保できるよう努めた。

-

4,924,506

-

-

随意契約
（外国での
契約）

COEX株式会社
513, Yeongdong-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KOREA

本フェア実施に当たっては、会場は以下の要件を
満たす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。
・参加ブースを全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、
・交通の利便性が高くかつ宿泊施設等が隣接して
いること、
・現地での認知度が高いこと、
なお、複数の会場比較を行った上で事業者を選定
するなど、競争性が確保できるよう努めた。

-

3,396,800

-

-

随意契約
（外国での
契約）

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ
東京都江東区豊洲3-3-3

本調達の対象機器は、株式会社エヌ・ティ・ティ・
データとの賃貸借（リース）契約によりレンタルされ
ているものであり、現在保守も行っている。同社の
指定する者以外では改修・設定・調査等の作業を
9010601021385
実施できず競争を許さないことから、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。

-

27,000,000

-

-

競争性のな
い随意契約

日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

東京国際交流館では、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に積極的に協力することとして
いることに加え、本電波監視業務については、実
施主体が総務省であり、国としての事業であること
7010401022916 から、その受託者である日本電気株式会社の設
置の依頼に応じるため、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。【収入】

-

1,111,459

-

-

競争性のな
い随意契約

LOTTE HOTEL HANOI
住所：33rd Floor, Lotte
Center Hanoi,No.54,Lieu Giai
St, Cong Vi ward, BaDinh
Dist, Hanoi,VN/

本フェア実施に当たっては、会場は以下の要件を
満たす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。
・参加ブースを全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、
・交通の利便性が高くかつ宿泊施設等が隣接して
いること、
・現地での認知度が高いこと、
なお、複数の会場比較を行った上で事業者を選定
するなど、競争性が確保できるよう努めた。

-

2,977,689

-

-

随意契約
（外国での
契約）

REX HOTEL
住所：141 Nguyen Hue, Dist.
1,HCMC

本フェア実施に当たっては、会場は以下の要件を
満たす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。
・参加ブースを全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、
・交通の利便性が高くかつ宿泊施設等が隣接して
いること、
・現地での認知度が高いこと、
なお、複数の会場比較を行った上で事業者を選定
するなど、競争性が確保できるよう努めた。

-

1,402,618

-

-

随意契約
（外国での
契約）

※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。

