
○一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表 2016年7月25日現在

【競争入札による契約】

前々年度 前年度 直近年度

2016-2018年度JICAボランティア派遣前訓
練実施業務(二本松)

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

350.6 北野一人／常務理事・事務局長／国内機関長 1,495.8 1,626.8 1,501.0
1/2以上
2/3未満

一般競争入札
[総合評価落札方式]

1者応札

中学生・高校生向けエッセイコンテスト運営
業務（国際協力中学生・高校生エッセイコ
ンテスト2016全国運営事務局業務）

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

61.0 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016-2018年度JICA筑波開発教育支援業
務に係る委託契約

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

29.5 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016-2018年度国際協力出前講座・施設
訪問研修員交流 (開発教育支援事業)に
係る業務委託契約（1年次）

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

11.9 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016年度開発教育支援事業に係る業務委
託契約

2016/4/1
公益社団法人青年海外協力協会
広島県広島市中区鉄砲町1-20
（8010005019069）

9.3 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016-2018年度人事配置検討システム技
術支援および運用保守業務

2016/4/1
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

6.4

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

259.6 236.3 281.1 2/3以上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016-2019年度JICAウェブサイト制作・運
用保守管理業務

2016/4/12

共同企業体代表者　株式会社国際協力データ
サービス*
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）
構成員　エクスポート・ジャパン株式会社
（1120001129008）

584.8 同上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
1者応札

2016-2017年度国際協力レポーター運営
事務局業務

2016/4/22
一般社団法人協力隊を育てる会
東京都新宿区市谷本村町３番１８号
（1011005002153）

25.9 松岡和久／常任理事／理事 85.8 101.2 82.7 2/3以上
一般競争入札

[総合評価落札方式]
3者応札

契約金額
（百万円）

当機構との取引に係る情報
当機構OBの再就職に係る情報

再就職者の氏名／現在の職名／独法での最終職名

同上

同上

同上

同上

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。

備考
（契約方法及び

一者応札であったか）
取引高（百万円） 直近年度の

取引割合

　（公表対象の要件）

　　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。

　　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
契約相手方の名称（法人番号）及び住所

（共同企業体の場合は*が該当法人）
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【随意契約】

前々年度 前年度 直近年度

2016-2018年度ボランティア派遣前研修に
係る委託業務

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

642.5 北野一人／常務理事・事務局長／国内機関長 1,495.8 1,626.8 1,501.0
1/2以上
2/3未満

不落随意契約
1者応募

2016年度国際緊急援助隊医療チーム等
に関する情報収集及び研修・訓練改善支
援業務

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

10.6 同上
不落随意契約

1者応募

2015-2017年度「開発教育支援／地域交
流支援事業運営業務」業務委託契約（2年
次）

2016/4/1
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番地３
（8010005019069）

10.3 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]）

2015-2017年度草の根技術協力事業（地
域活性化特別枠）支援業務委託契約（2年
次）

2016/4/1
公益社団法人青年海外協力協会
大阪府大阪市北区豊崎3-9-7
（8010005019069）

7.3 同上
実質継続契約

（初年度に企画競争実施）

2014-2016年度JICA東京コンピューターシ
ステム等運用支援業務契約業務委託契約
(3年次）

2016/4/1
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

30.1

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

259.6 236.3 281.1 2/3以上
実質継続契約

（初年度に一般競争入札
[総合評価落札方式]）

2016年度移住事業関連システム運用支援
業務

2016/4/1
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

4.3 同上 特命随意契約

2014-2016年度JICA東京コンピューターシ
ステム等運用支援業務委託契約(単価契
約）（3年次）

2016/4/1
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

3.6 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]）

2015-2016年度JICA筑波ネットワーク等運
用支援業務契約（2年次）

2016/4/1
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

3.3 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]）

マイナンバー対応のためのボランティア法
定調書作成システムの改修

2016/4/8
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町３丁目６番地５号
（5011001027927）

10.2 同上 特命随意契約

2016-2018年度課題別研修「中南米地域
生活改善アプローチを通じた農村開発（A)
および（B）」（1年次）

2016/4/11
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つくば市牧園５番地１３
（2050005002019）

15.7
永井和夫／理事／国内機関長
狩野良昭／理事／国内機関長

美馬巨人／事務局長／在外事務所長
65.2 65.4 67.4 2/3以上

企画競争
1者応募

2015-2017年度草の根技術協力事業（地
域経済活性化特別枠）ベトナム「中山間地
域における農業活性化による農家生計向
上プロジェクト」（2年次）

2016/4/14
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つくば市牧園５番地１３
（2050005002019）

43.7 同上
実質継続契約（初年度に

企画競争実施）

エチオピア国国立イネ研究研修センター
強化プロジェクト(試験圃場整備支援)業務
実施契約（単独型）

2016/4/14
株式会社VSOC
東京都千代田区紀尾井町３番２０号
（9010401066218）

7.1 中垣長睦／代表取締役社長／調査役 425.3 309.3 216.7
1/2以上
2/3未満

企画競争
1者応募

グアテマラ国地方自治体能力強化プロ
ジェクト終了時評価調査（評価分析）業務
実施契約（単独型）

2016/4/25
一般財団法人国際開発機構
東京都港区麻布台２丁目４番５号
（7010405009018）

4.0 松岡和久／評議員／理事 228.5 146.9 158.2 2/3以上
企画競争
4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

同上

同上

同上

同上

同上

契約相手方の名称（法人番号）及び住所
（共同企業体の場合は*が該当法人）

契約金額
（百万円）

当機構との取引に係る情報
当機構OBの再就職に係る情報

再就職者の氏名／現在の職名／独法での最終職名

備考
（契約方法及び

一者応募であったか）

＜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。

取引高（百万円） 直近年度の
取引割合

物品役務等の名称及び数量 契約締結日
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