
○一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表 平成27年6月30日現在

【競争入札による契約】

前々年度 前年度 直近年度

金子洋三 会長 事務局長

大塚正明 常務理事・事務局長 事務局長

平成25-27年度JICAボランティア派遣前研修実
施業務委託契約

H25.4.1
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

442.6 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（3者応募）

平成25-27年度JICAボランティア選考支援業務
募集選考業務委託契約

H25.4.1
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

481.5 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（4者応募）

平成25-27年度JICA地球ひろば運営管理業務
委託契約

H25.4.1
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

265.5 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（1者応募）

平成25年度JICA国際協力中学生・高校生エッ
セイコンテスト全国運営事務局業務委託契約

H25.4.10
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

66.4 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（1者応募）

JICA沖縄国際センター開発教育支援事業（出
前講座・訪問学習）に係る業務委託契約（2013
年度-2014年度）

H25.4.19
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

9.8 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（1者応募）

隅田榮亮 非常勤相談役 理事

笠原秀昭 非常勤取締役 国内機関長

山田和行 顧問（非常勤） 部長

平成25年度研修員等に係る航空券手配及び
送迎に関する業務(中南米地域)に係る単価契
約

H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都新宿区西新宿1-22-2

37.6 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（2者応募）

平成25年度研修員等に係る航空券手配及び
送迎に関する業務(中央アジア地域・南アジア
地域)に係る単価契約

H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都新宿区西新宿1-22-2

20.4 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（3者応募）

平成25年度研修員等に係る航空券手配及び
送迎に関する業務(大陸部東南アジア地域・東
アジア地域)に係る単価契約

H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都新宿区西新宿1-22-2

53.6 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（3者応募）

平成25年度研修員等に係る航空券手配及び
送迎に関する業務(島嶼部東南アジア地域・太
平洋州地域)に係る単価契約

H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都千代田区二番町5-25

51.0 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（2者応募）

笠原秀昭 代表取締役 国内機関長

福田省三 取締役 在外事務所長
隅田榮亮 取締役 理事
湊芳郎 監査役 室長

調達部主管システム運用・保守管理業務に係
る業務委託契約

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

23.5 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
（1者応募）

JDR医療チーム登録者管理システムの再構築
に係る業務委託契約

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

2.5 同上
一般競争入札
[価格競争]
（2者応募）

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

一般競争入札
[総合評価落札方式]

（2者応募）

一般競争入札
[総合評価落札方式]

（1者応募）

平成25年度開発教育支援事業に係る業務委
託契約（単価契約）

H25.4.1
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

7.4

平成25年度研修員等に係る航空券手配及び
送迎に関する業務(アフリカ地域・中近東地域・
欧州地域)に係る単価契約

H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都新宿区西新宿1-22-2

98.9 2,079.0 1,560.7 1,817.3

同上

同上

同上

取引高（百万円） 直近年度の
取引割合

2,416.8 2,053.0 1,780.0

　　②総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が３分の１以上である。

物品役務等の名称及び数量 契約締結日 契約相手方の氏名及び住所
契約金額
（百万円）

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報 備考
（契約方法及び一者応札・

応募であったか）
再就職者の
氏名

同上

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）を踏まえ、次の要件に該当する契約先について、契約先の協力を得て、各契約ごとに、当機構OBの再就職に係る情報及び当機構との取引に係る情報
を公表するものです。

414.3 345.2
1/2以上
2/3未満

一般競争入札
[総合評価落札方式]

（1者応募）

人事配置検討システムの技術支援及び運用保
守業務契約

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

7.4 385.2

　（公表対象の要件）

現在の職名 独法での最終職名

1/2以上
2/3未満

1/3以上
1/2未満

　　①当機構の役員経験者が再就職している、又は当機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
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【随意契約】

前々年度 前年度 直近年度

金子洋三 会長 事務局長

大塚正明 常務理事・事務局長 事務局長

スリランカ国紛争影響地域における帰還民を対
象とした生計向上支援(第2年次)業務実施契約
（単独型）

H25.4.5
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

19.5 同上
企画競争
（1者応募）

笠原秀昭 代表取締役 国内機関長
福田省三 取締役 在外事務所長
隅田榮亮 取締役 理事
湊芳郎 監査役 室長

在外職員システム運用支援・システム改修・保
守業務契約(単価契約)

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

1.8 同上 特命随意契約

平成25年度　「在外経理システム（簡易型）」の
運用支援（ヘルプデスク）業務委託契約

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

14.8 同上 特命随意契約

平成25年度移住事業関連システム運用支援に
係る契約の締結

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

4.3 同上 特命随意契約

平成25年度JICA東京コンピューター等運用支
援業務契約

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

51.3 同上
実質継続契約

（初年度に一般競争入札
[総合評価落札方式]実施）

隅田榮亮 非常勤相談役 理事

笠原秀昭 非常勤取締役 国内機関長

山田和行 顧問（非常勤） 部長

平成24年度（継続）集団研修「小規模農家用適
正農機具開発普及」に係る研修委託契約

H25.4.1
特定非営利活動法人国際農民参加
型技術ネットワーク
茨城県水戸市内原町1039-2

26.0 永井和夫 理事・事務局長 国内機関長 0.0 18.6 72.9 2/3以上
実質継続契約

（初年度に企画競争実施）

ブルキナファソ国初等教育・理数科現職教員
研修改善プロジェクトフェーズ２(現職教員研修
実態調査分析）業務実施契約（単独型）

H25.4.19
株式会社毛利建築設計事務所
東京都中央区日本橋本町3-4-7

5.3 金子節志 非常勤顧問 理事 84.9 230.5 155.7 2/3以上
企画競争
（1者応募）

ホンジュラス国地方開発のための自治体能力
強化プロジェクト(地域開発/参加型事業計画策
定･実施促進)業務実施契約（単独型）

H25.4.25
一般財団法人国際開発機構
東京都港区麻布台2-4-5

20.6 松岡和久 評議員 理事 176.0 216.0 206.8 2/3以上
企画競争
（2者応募）

1 「当機構OBの再就職に係る情報」の各欄には、契約締結日時点の情報を掲載しています。
2

同上

同上

同上

1,560.7 1,817.3
1/3以上
1/2未満

実質継続契約
（初年度に一般競争入札

[価格競争]実施）

特命随意契約

同上

同上

平成25年度緊急航空輸送手配等に係る業務 H25.4.1
株式会社国際サービスエージェン
シー
東京都新宿区西新宿1-22-2

1.6 2,079.0

当機構OBの再就職に係る情報 当機構との取引に係る情報

1/2以上
2/3未満

385.2 414.3 345.2
1/2以上
2/3未満

2,053.0 1,780.0

＜注＞

「当機構との取引に係る情報」の「取引高」欄には、契約先の契約締結時点での直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高を、「取引割合」欄には、直近年度の総売上高又は事業収入に占める当機構との取引高の割合につ
き、1/3以上1/2未満、1/2以上2/3未満、または2/3以上のいずれに該当するかを掲載しています。

現在の職名 独法での最終職名
取引高（百万円） 直近年度の

取引割合

平成25年度「在外経理システム(簡易型)改善・
保守に関する業務(単価契約)

H25.4.1
株式会社国際協力データサービス
東京都渋谷区代々木2-4-9

2.6

平成25年度開発教育支援/地域交流事業に係
る業務委託契約

H25.4.1
公益社団法人青年海外協力協会
東京都千代田区一番町23-3

2,416.817.8
実質継続契約

[総合評価落札方式]

備考
（契約方法及び一者応札・

応募であったか）
再就職者の
氏名

物品役務等の名称及び数量 契約締結日 契約相手方の氏名及び住所
契約金額
（百万円）
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