法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター

【機密性1情報】

様式3-4

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく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その 契約を締
所属する部局の名称及び所在地 結した日

フェンシング練習場におけ
る競技用物品（審判器）の
購入

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター 理事長 大東 和美
東京都港区北青山2-8-35

toto販売・払戻システム改
善対応（らくらく購入
ジャックス対応）

ウェアラブルセンサー機器
の製造

随意契約によることとした業務方
契約の相手方の商号又は名
法書又は会計規程等の根拠規程及
称及び住所
び理由

落札率

【会計規則第18条第4項:契約の性
株式会社東京フェンシング 質又は目的が競争を許さない場
H28.12.5 商会
合】
東京都豊島区高田2-18-23 契約相手方は、日本における唯一
の独占販売代理店であるため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

2,268,000

－

0

－

－

－

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

2,691,360

－

0

－

－

－

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
株式会社日立製作所 公共
契約相手方と共同研究で進めてき
システム営業統括部 文教
H28.12.5
たトレーニング評価システムを導
情報営業部
入した機器を製造するものであ
東京都品川区南大井6-23-1
り、機器データの解析手法に関す
る特許及びノウハウを契約相手方
が有しているため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

6,966,000

－

0

－

－

－

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

5,956,642

－

0

－

－

－

15,000,000

14,999,987

99.99%

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
日本ユニシス株式会社
H28.12.13
センター 理事長 大東 和美
東京都江東区豊洲1-1-1
東京都港区北青山2-8-35

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター 理事長 大東 和美
東京都港区北青山2-8-35

予定価格
契約金額
（単位：円） （単位：円）

公益法人の場合
再就
職の 公益 国所管、
応札・
役員 法人 都道府県
応募者
の数 の区 所管の区
数
分
分

toto販売・払戻システム改
善対応（Jリーグ1シーズン
制対応）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
日本ユニシス株式会社
H28.12.22
センター 理事長 大東 和美
東京都江東区豊洲1-1-1
東京都港区北青山2-8-35

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

女性アスリートの育成・支
援プロジェクト「女性アス
リートの戦略的強化・支援
プログラム（女性アスリー
ト強化プログラム）」再委
託事業（第２回）

契約担当役
公益財団法人日本ハンド
独立行政法人日本スポーツ振興
ボール協会
H28.12.21
センター 理事長 大東 和美
東京都渋谷区神南1-1-1
東京都港区北青山2-8-35
岸記念体育館内

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
企画競争により優先交渉権者と
なった者との契約であるため。

0 公財

国所管

備考

1 概算契約

随意契約によることとした業務方
契約の相手方の商号又は名
法書又は会計規程等の根拠規程及
称及び住所
び理由

予定価格
契約金額
（単位：円） （単位：円）

公益法人の場合
再就
職の 公益 国所管、
応札・
役員 法人 都道府県
応募者
の区
所管の区
の数
数
分
分

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその 契約を締
所属する部局の名称及び所在地 結した日

女性アスリートの育成・支
援プロジェクト「女性アス
リートの戦略的強化・支援
プログラム（女性エリート
コーチ育成プログラム）」
再委託事業

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
契約担当役
公益財団法人日本バスケッ 合】
独立行政法人日本スポーツ振興
H28.12.22 トボール協会
外部有識者を交えた選定委員会に
センター 理事長 大東 和美
東京都文京区後楽1-7-27
おいて選定した対象者及び競技団
東京都港区北青山2-8-35
体でなければ効果的な成果を得る
ことができないため。

4,000,000

3,908,537

97.71%

0 公財

国所管

1 概算契約

女性アスリートの育成・支
援プロジェクト「女性アス
リートの戦略的強化・支援
プログラム（女性エリート
コーチ育成プログラム）」
再委託事業

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
契約担当役
公益財団法人日本サッカー 合】
独立行政法人日本スポーツ振興
H28.12.22 協会
外部有識者を交えた選定委員会に
センター 理事長 大東 和美
東京都文京区本郷3-10-15 おいて選定した対象者及び競技団
東京都港区北青山2-8-35
体でなければ効果的な成果を得る
ことができないため。

4,000,000

3,900,060

97.50%

0 公財

国所管

1 概算契約

女性アスリートの育成・支
援プロジェクト「女性アス
リートの戦略的強化・支援
プログラム（女性エリート
コーチ育成プログラム）」
再委託事業

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
契約担当役
公益社団法人日本フェンシ 合】
独立行政法人日本スポーツ振興
H28.12.22 ング協会
外部有識者を交えた選定委員会に
センター 理事長 大東 和美
東京都渋谷区神南1-1-1
おいて選定した対象者及び競技団
東京都港区北青山2-8-35
体でなければ効果的な成果を得る
ことができないため。

4,000,000

3,826,688

95.66%

0 公社

国所管

1 概算契約

人事給与システムソフトの
プログラム改修（社会保険
届出対応）

契約担当役
株式会社日立システムズ公
独立行政法人日本スポーツ振興
共営業統括本部第一営業本
H28.12.27
センター 理事長 大東 和美
部
東京都港区北青山2-8-35
東京都品川区大崎1-2-1

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
本システムソフトは株式会社日立
システムズ社製であり、同社でな
いと互換性を確保できないため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

1,038,960

－

0

－

－

－

平成28年度会計監査人との
監査契約

【会計規則第18条第4項:契約の性
契約担当役
新日本有限責任監査法人
質又は目的が競争を許さない場
独立行政法人日本スポーツ振興
H28.12.26 東京都千代田区内幸町2-2- 合】
センター 理事長 大東 和美
3日比谷国際ビル
文部科学大臣により選任されてい
東京都港区北青山2-8-35
るため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

10,778,400

－

0

－

－

－

戦略的二国間スポーツ国際
貢献事業（スポーツ・
フォー・トゥモロー）「共
生型スポーツの普及支援」

【会計規則第18条第4項:契約の性
契約担当役
学校法人国際武道大学
質又は目的が競争を許さない場
独立行政法人日本スポーツ振興
H28.12.28 千葉県勝浦市新官字物見塚 合】
センター 理事長 大東 和美
841
企画競争で選定された者との契約
東京都港区北青山2-8-35
であるため。

3,000,000

2,948,884

98.29%

0

－

－

－

※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。

落札率

備考

概算契約

