
○一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表 2019年5月29日現在

【競争入札による契約】

前々年度 前年度 直近年度

TICAD7サイドイベント実施支援・事
務局運営業務委託契約

2019/3/8
共同企業体代表者　公益社団法人　国際農林業協
働協会（8010405002616）
構成員　株式会社ティックス（5011101052882）*

116.0 田口　徹/代表取締役/国内機関長 32.4 42.4 56.5
1/3以上
1/2未満

一般競争入札[価格競
争]（今年度新規締結）

2者応募

2019-2021年度JICA海外協力隊派遣
前訓練業務(二本松）

2019/3/13
公益社団法人青年海外協力協会
長野県駒ケ根市中央16-7
（8010005019069）

486.0 北野一人／常務理事・事務局長／国内機関長 1,501.0 1,614.0 1,280.6
1/3以上
1/2未満

一般競争入札[総合評価
落札方式]（今年度新規

締結）1者応募

2019-2021年度JICA海外協力隊派遣
前訓練業務(駒ヶ根）

2019/3/13
公益社団法人青年海外協力協会
長野県駒ケ根市中央16-7
（8010005019069）

486.0 同上
一般競争入札[総合評価
落札方式]（今年度新規

締結）1者応募

2019-2021年度ボランティア事業シ
ステム支援業務

2019/3/13
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町3-6-5　麹町GN安田ビル2F
（5011001027927）

30.5
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

大塚正明／監査役／室長
281.1 334.1 290.5

1/2以上
2/3未満

一般競争入札[総合評価
落札方式]（今年度新規

締結）1者応募

事業評価事務支援業務委託契約
（2019-2021年度）

2019/3/19

共同企業体代表者　公益社団法人国際農林業協働
協会
（8010405002616）
構成員　株式会社ティックス（5011101052882）*

30.5 田口　徹/代表取締役/国内機関長 32.4 42.4 56.5
1/3以上
1/2未満

一般競争入札[総合評価
落札方式]（今年度新規

締結）1者応募

JICA主催国際協力エッセイコンテス
ト運営事務局業務委託契約（2019-
2021年度）

2019/3/26
公益社団法人青年海外協力協会
長野県駒ケ根市中央16-7
（8010005019069）

167.2 北野一人／常務理事・事務局長／国内機関長 1,501.0 1,614.0 1,280.6
1/3以上
1/2未満

一般競争入札[総合評価
落札方式]（今年度新規

締結）1者応募

【随意契約】

前々年度 前年度 直近年度

ルワンダ国灌漑水管理能力向上プロ
ジェクト（第１期）業務実施契約

2019/3/1
ＮＴＣインターナショナル株式会社
東京都中野区本町１丁目３２番２号
（1011101012790）

70.7 木邨 洗一/執行役員/専任職 1,485.7 1,664.8 1,739.6 2/3以上
企画競争（今年度新規

締結）2者応募

アフリカ地域サブサハラアフリカに
おける食料安全保障・栄養改善のた
めのフードバリューチェーン開発に
係る情報収集・確認調査

2019/3/1

共同企業体代表者　株式会社かいはつマネジメン
ト・コンサルティング
（6010401078736 ）
構成員　ＮＴＣインターナショナル株式会社
(1011101012790)*

97.3 同上
企画競争（今年度新規

締結）2者応募

「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。

　（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

契約相手方の名称及び住所（法人番号）
（共同企業体の場合は*が該当法人）

契約金額
（百万円）

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

当機構との取引に係る情報 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

物品役務等の名称及び数量
契約
締結日

契約相手方の名称及び住所（法人番号）
（共同企業体の場合は*が該当法人）

契約金額
（百万円）

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

一者応札であったか）
取引高（百万円） 直近年度の

取引割合

同上

同上

当機構との取引に係る情報
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2019年度「国際開発ジャーナル」誌
へのJICA広告記事掲載

2019/3/1
株式会社国際開発ジャーナル社
東京都文京区湯島2-2-6
（6010401010632）

3.0 末森満／代表取締役社長／上級審議役 115.8 113.0 108.1
1/2以上
2/3未満

特命随意契約

フィリピン国メトロマニラ総合交通
管理計画策定プロジェクト業務実施
契約

2019/3/4

共同企業体代表者　株式会社アルメックＶＰＩ
（7013201000455 ）
構成員　株式会社オリエンタルコンサルタンツグ
ローバル(2011001100372)*
構成員　株式会社交通総合研究所
(90111010616819)

336.2 黒川 肇/顧問/監事 5,259.0 7,331.5 7,839,3
1/3以上
1/2未満

企画競争（今年度新規
締結）1者応募

インドネシア国ジャカルタ漁港及び
地方漁港の運営改善・改修に係る情
報収集・確認調査（企画競争）業務
実施契約

2019/3/4

共同企業体代表者　インテムコンサルティング株
式会社（ 1011101002032 ）
構成員　株式会社オリエンタルコンサルタンツグ
ローバル（2011001100372）*

49.1 同上
企画競争（今年度新規

締結）1者応募

ニジェール国農業普及システム改善
プロジェクト（第１期）業務実施契
約

2019/3/7

共同企業体代表者　アイ・シー・ネット株式会社
（6030001000271）
構成員　ＮＴＣインターナショナル株式会社
（1011101012790 ）*
構成員　株式会社アースアンドヒューマンコーポ
レーション（8012301002823 ）

106.3 木邨 洗一/執行役員/専任職 1,485.7 1,664.8 1,739.6 2/3以上
企画競争（今年度新規

締結）2者応募

2019年度　移住事業関連システムの
運用支援業務（2019年度-2020年度
の複数年度契約）

2019/3/8
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町3-6-5
（5011001027927）

10.0
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

大塚正明／監査役／室長
281.1 334.1 290.5

1/2以上
2/3未満

特命随意契約

エチオピア国科学技術のための算
数・数学理解プロジェクト（第１
期）業務実施契約

2019/3/12

共同企業体代表者　株式会社国際開発センター
（2010701024476 ）
構成員　株式会社日本開発サービス
（4010401022480）
構成員　株式会社ＶＳＯＣ（9010401066218）*

257.0 中垣長睦／代表取締役社長／調査役 193.7 185.8 296.3
1/3以上
1/2未満

企画競争（今年度新規
締結）2者応募

2019年度人事関連ファイルメーカー
システム技術支援及び運用保守業務

2019/3/14
株式会社国際協力データサービス
東京都千代田区麹町3-6-5麹町GN安田ビル2F
（5011001027927）

4.4
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

大塚正明／監査役／室長
281.1 334.1 290.5

1/2以上
2/3未満

特命随意契約

ルワンダ国小規模農家市場志向型農
業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）

2019/3/19
株式会社ＶＳＯＣ
東京都千代田区紀尾井町３番２０号
（9010401066218）

2.3 中垣長睦／代表取締役社長／調査役 193.7 185.8 296.3
1/3以上
1/2未満

企画競争（今年度新規
締結）6者応募

同上
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ミャンマー国気象観測・予報能力強
化プロジェクト（第1期）業務実施
契約

2019/3/22

共同企業体代表者　一般財団法人気象業務支援セ
ンター（4010005018628 ）
構成員　株式会社オリエンタルコンサルタンツグ
ローバル（2011001100372 ）*

96.4 黒川 肇/顧問/監事 5,259.0 7,331.5 7,839,3
1/3以上
1/2未満

企画競争（今年度新規
締結）2者応募

2017-2019年度課題別研修「農業を
通じた栄養改善（Ａ）」コースに係
る委託契約（第2年次）

2019/3/26

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5-13ﾌﾛｰﾗ牧園203号室
（2050005002019）

2.3
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
67.4 121.7 104.2 2/3以上

実質継続契約（初年度
に企画競争実施）

2018-2019年度課題別研修「農業を
通じた栄養改善（Ｂ）」コースに係
る委託契約（第2年次）

2019/3/26

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5-13ﾌﾛｰﾗ牧園203号室
（2050005002019）

2.6 同上
実質継続契約（初年度

に企画競争実施）

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

＜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。

同上
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