様式３－２

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
（法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター）
件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
区分

備考

1

西濃運輸㈱広島支店

広島県広島市中区光南5-1-43

平成１８年度 広島支所における
宅配便契約

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規
競争入札に移行（20年度契約か
\2,042,250 随意契約 程第24条の「運送又は保管をさせるとき」に該当するた
見直しの余地あり
ら）
め。

単価契約
@270円／
県内5kgま
で等

2

㈱ツイングロウス

埼玉県戸田市笹目北町10-14

機関誌等の梱包発送、運搬及び
保管業務

任田 敏夫
東京支所長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規
競争入札に移行（20年度契約か
\5,331,305 随意契約 程第24条の「運送又は保管をさせるとき」に該当するた
見直しの余地あり
ら）
め。

単価契約
@27円／梱
包1部等

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施に関する 雨宮 忠
情報処理システム開発業務注文 理事長
書
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施に関する 雨宮 忠
情報処理システム（BIG等対応機 理事長
能追加分）開発業務注文書
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

雨宮 忠
スポーツ振興投票の実施に関する
理事長
経営管理業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都新宿区榎町7

平成１８年度 （社）日本プロサッ 雨宮 忠
カーリーグ公式試合情報の取得の 理事長
契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

3

4

5

6

7

8

日本ユニシス㈱

日本ユニシス㈱

日本ユニシス㈱

大日本印刷㈱

㈱ニュース・サービス・セ
東京都千代田区平河町2-3-11 ｔｏｔｏ携帯サイトの運用
ンター

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

㈱ジェイティービー

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都品川区東品川2-3-11

ｔｏｔｏオフィシャルサイトの運用

平成18年4月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\312,952,500
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

平成18年4月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\393,143,100
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

平成18年4月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\664,387,500
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

平成18年4月1日

Jリーグの公式試合の進行状況及び情報をリアルタイムに
取得し、その情報を正確に提供できるのは、Jリーグスコア
ボードのみであり、その契約相手方は当該システムの製
\5,250,000 随意契約 作元である大日本印刷㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

随意契約によらざるを得ないもの

平成18年4月1日

本サイトは多数のコンテンツが複雑に連動し、その運用に
は専門的なコマンド操作が必要で特殊性が要求されるた
め、現状環境の細部に精通している㈱ニュースサービスセ
\20,273,400 随意契約 ンター以外に適正な運用を行える者は存在せず、独立行 見直しの余地あり 企画競争を実施
政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」の規定に
該当するため。

平成18年4月1日

本サイト上で行われるｔｏｔｏのインターネット販売に関し、ク
レジットカード会社からの生年月日データの取得及び当該
データに基づく年齢確認の仕組みを構築・運用できる者は
\28,980,000 随意契約
見直しの余地あり 企画競争を実施
㈱ジェイティービー以外に存在せず、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

12

様式３－２

件数

9

10

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

㈱ジェイリーグエンタープ
東京都文京区本郷3-10-15
ライズ

㈱矢ヶ崎総合計画

東京都調布市布田5-25-1

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

雨宮 忠
平成１８年度 スポーツ振興パート
理事長
ナーシップ契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

国立霞ヶ丘競技場施設整備工事
雨宮 忠
（陸上競技場スタンド座席と防水改
理事長
修工事（B・Cブロック））の監理業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
委託

12

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（エント 理事長
リーシート対応）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都港区西新橋2-7-4

雨宮 忠
ｔｏｔｏ携帯サイトの開発（２次開発） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

13

イーバンクシステム㈱

14

㈱矢ヶ崎総合計画

東京都調布市布田5-25-1

国立霞ヶ丘競技場施設整備工事
雨宮 忠
（陸上競技場スタンド座席と防水改
理事長
修工事（B・Cブロック））後工事の設
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
計業務委託

15

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（デビット 理事長
決済追加等対応）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

16

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都中央区晴海1-8-10

雨宮 忠
新Ｆａｍｉポートへの接続環境構築
理事長
に係るネットワークサービスの導入
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

見直しの結果

平成18年4月11日

年次計画に基づく一貫した施行監理を行う必要があるこ
と、及び大会・行事等に支障を来たさないよう安全・円滑か
つ短期間で工事を実施する必要があることから、前々年
度・前年度工事の設計・監理業務及び本工事の設計業務
\9,450,000 随意契約
その他
を行った以外の者と契約することが不利と認められ、独立
行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４
項に規定する「競争に付することが不利と認められる場
合」に該当するため。

平成18年5月8日

Ｊリーグクラブメールブロックの購
入

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

平成18年4月1日

平成18年4月13日

㈱ジェイリーグエンタープ
東京都文京区本郷3-10-15
ライズ

契約
種類

Jリーグのロゴ、公式映像等を使用してスポーツ振興投票
の制度広報等を行うため、契約相手方は社団法人日本プ
ロサッカーリーグの代理人である㈱ジェイリーグエンタープ
\246,750,000 随意契約
その他
ライズ以外存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター会計規則第１８条第４項の規定「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。

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

11

契約金額
（単位：円）

Jリーグ各クラブのエンブレム等を使用した商品の購入に
当たり、社団法人日本プロサッカーリーグとの商品化のラ
イセンスを有する者は㈱ジェイリーグエンタープライズ以外
\3,385,200 随意契約 に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター会 その他
計規則第１８条第４項の規定「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。

講ずる措置

類型
区分

随意契約によらざるを得ないもの

18

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ないもの

18

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\15,370,635 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成18年5月8日

本件の追加開発は、イーバンクシステム㈱が著作権を保
持し、ソース等の詳細情報が公開されていないコンテンツ
変換技術を使用する必要があり、追加開発が可能な者
\9,261,000 随意契約 は、イーバンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成18年5月9日

本工事は、B・Cブロック改修工事と一連の工事であり、両
工事は一体となった設計が求められること、及び大会・行
事等に支障がないよう短期に設計を行う必要があることか
\1,890,000 随意契約 ら、同一の設計者と契約を締結する必要があり、独立行政 その他
法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条４項の規
定「競争に付することが不利と認められる場合」に該当す
るため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年5月18日

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\22,233,750 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

平成18年5月31日

随意契約によらざるを得ないもの

コンビニエンスストアの店舗に設置されるマルチメディア端
末機への接続環境の構築に当たり、当該マルチメディア端
末機への接続に利用されているネットワークサービスの導
公募を実施（20年度以降、条件を
\1,328,985 随意契約
見直しの余地あり
入が必要であることから、独立行政法人日本スポーツ振興
整備の上）
センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

18

備考

様式３－２

件数

17

18

19

契約の相手方の商号又
は名称

ヤフー㈱

大成建設㈱東京支店

㈱矢ヶ崎総合計画

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

東京都港区六本木6-10-1

雨宮 忠
スポーツ振興くじｔｏｔｏに関するオン
理事長
ライン上の広告宣伝
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都新宿区西新宿6-8-1

国立霞ヶ丘競技場施設整備工事
雨宮 忠
（陸上競技場スタンド座席と防水改
理事長
修工事（Ｂ・Ｃブロック））後工事に
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
ついて

見直しの結果

講ずる措置

市場価格及び参考見積価格と比較検討した結果、他社に
比べて著しく有利な価格をもって契約することができること
企画競争を実施(20年度以降、条
\9,450,000 随意契約 から、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則 見直しの余地あり
件整備の上）
第１８条第４項の規定「競争に付することが不利と認められ
る場合」に該当するため。

平成18年6月5日

本工事は、陸上競技場スタンド座席と防水改修工事（Ｂ・Ｃ
ブロック）と密接な関連があり、一体の構造物の構築を目
的として実施する。また、事業を実施する中で短期間に適
\44,100,000 随意契約 切な工事を求められる。同一の施工業者に施工を依頼す その他
ることにより、工期の短縮及び経費の節減が確保できるた
め。センター会計規則第１８条第４項の規定「競争に付す
ることが不利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年6月13日

本工事は、陸上競技場スタンド座席と防水改修工事（Ｂ・Ｃ
ブロック）と密接な関連があり綿密な調整が求められる。ま
た、事業を実施する中で短期間に適切な工事を求められ
る。同一の設計事務所に監理を委託することにより、円滑
\1,417,500 随意契約
その他
な施工監理が実施でき、監理者の人員配置からも経費の
節減ができるため。センター会計規則第１８条第４項の規
定「競争に付することが不利と認められる場合」に該当す
るため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年6月23日

既設のシステムは、㈱ぎょうせい製品のパッケージソフトを
ベースに基本システムを構築している。データの更新及び
規程集の追録は、基本システムのデータを転用しなけれ
競争入札に移行（19年度契約か
\4,908,750 随意契約
見直しの余地あり
ば作成が困難であることから、独立行政法人日本スポーツ
ら移行済）
振興センター会計規則第１８条４項の規定「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。

平成18年6月24日

\1,129,678 随意契約

同社の行う別業務と一体的に行うことが必要となるキャン
ペーンサンプリングであることから、独立行政法人日本ス
その他
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年6月30日

本件業務の受託者自身が金融機関の信頼を得ている必
要があり、資金調達の協議先金融機関から推薦を受けた
同社でなければ十分な効果が期待できず、独立行政法人
\8,400,000 随意契約
その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年7月3日

オフィシャルサイトの運用におけるクレジットカード会社か
らのデータ取得等の要件により、運用が可能な者は㈱ジェ
イティービーに限定されており、本件コンテンツの制作が既
\1,308,510 随意契約 存サイトと運用上不可分で、一元管理を必要とすることか その他
ら、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１
８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年7月13日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\3,139,500 随意契約
その他
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

㈱ぎょうせい

東京都中央区銀座7-4-2

21

ぴあ㈱

東京都千代田区三-町5-19

雨宮 忠
minitotoランダム1000キャンペーン
理事長
サンプリング
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

22

トーマツコンサルティング
東京都千代田区丸の内3-3-1
㈱

第二期ｔｏｔｏ事業の売上計画検証
業務

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

雨宮 忠
ｔｏｔｏオフィシャルサイト内の楽当コ
理事長
ンテンツ開発
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施に関する
雨宮 忠
情報処理システム（ローソン・セン
理事長
ター移転に伴う端末回線の移行支
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
援作業分）開発業務

日本ユニシス㈱

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

国立霞ヶ丘競技場施設整備工事
雨宮 忠
（陸上競技場スタンド座席と防水改
理事長
修工事（Ｂ・Ｃブロック））後工事の
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
監理業務委託について

20

24

契約
種類

東京都調布市布田5-25-1

独立行政法人日本スポーツ振興セ
雨宮 忠
ンター規程集データベースシステ
理事長
ムのデータ更新及び加除式規程
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
集の追録作成の契約について

23

平成18年6月1日

契約金額
（単位：円）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

類型
区分

備考

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

25

日本体育施設㈱

東京都中野区東中野3-20-10

雨宮 忠
国立霞ヶ丘競技場 陸上競技場走
理事長
路（１レーン）表面改修工事
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年7月14日

26

みずほマネジメントアド
バイザリ－㈱

東京都千代田区丸の内1-1-1

ｔｏｔｏ事業に係るアドバイザリー契
約

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年7月14日

東京都港区西新橋2-7-4

雨宮 忠
ｔｏｔｏ携帯サイトの開発（３次開発） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

27

イーバンクシステム㈱

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

本件は既設走路面と同一の舗装材（ＩＡＡＦ（国際陸連）の
公認製品）を用いる必要があり、当該製品による施工を行
\6,510,000 随意契約 えるのは契約相手方のみであることから、センター会計規 その他
則第１８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

金融機関との協議という特定の目的に関するアドバイザ
リー業務であることから、独立行政法人日本スポーツ振興
その他
センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

\49,875,000 随意契約

平成18年7月18日

本件の追加開発は、イーバンクシステム㈱が著作権を保
持し、ソース等の詳細情報が公開されていないコンテンツ
変換技術を使用する必要があり、追加開発が可能な者
\9,922,500 随意契約 は、イーバンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

随意契約によらざるを得ないもの

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年7月19日

オフィシャルサイトの運用におけるクレジットカード会社か
らのデータ取得等の要件により、運用が可能な者は㈱ジェ
イティービーに限定されており、本件コンテンツの制作が既
\2,719,500 随意契約 存サイトと運用上不可分で、一元管理を必要とすることか その他
ら、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１
８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

類型
区分

18

28

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

ｔｏｔｏオフィシャルサイト内のBIGコ
ンテンツ制作

29

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（BIG・
理事長
GOAL2追加分）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年7月19日

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\23,042,250 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

30

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（新Ｆａｍｉ 理事長
ポート分）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年7月19日

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\94,901,100 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

備考

様式３－２

件数

31

32

33

34

35

36

37

契約の相手方の商号又
は名称

財団法人建築保全セン
ター

㈱丹下都市建築設計

日本ユニシス㈱

日本ユニシス㈱

イーバンクシステム㈱

㈱丹下都市建築設計

㈱丹下都市建築設計

契約の相手方の住所

東京都千代田区平河町2-6-1

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

ナショナルトレーニングセンター中 雨宮 忠
核拠点施設に関する委託業務等 理事長
の調査
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

平成18年8月31日

本業務を行うに当たっては、高度な専門知識を有し、公共
性、公益性が高い施設に必要なノウハウ・知見を有する者
に委託することが必要である。国、地方公共団体等の建築
物等の保全に関する総合的な調査研究及び技術開発の
実績を有し、また、現在の国立スポーツ科学センターの保
\4,567,500 随意契約 全に関する調査研究及び技術開発の業務を行った財団法 その他
人建築保全センターに本業務を依頼することにより最も良
いNTCの保全業務を確立することができ、コストの低減及
び効率的運用が可能となり、独立行政法人日本スポーツ
振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年9月1日

代々木競技場の各体育館は、特殊なつり屋根構造の建物
であるため、工事監理業務にあったては、適切な施工を指
導・監督し、短期間で完成させて次年度の大会・行事予定
に支障を来たさないように工事を実施しなければならない
\48,300,000 随意契約
その他
ことから、建築時の設計者であり建物を熟知した者以外に
履行させることが不利であることから、独立行政法人日本
スポーツ振興センター会計規則第１８条４項の規定「競争
に付することが不利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年9月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\17,199,780
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

平成18年9月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\196,339,500
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

東京都新宿区大京町24

国立代々木競技場施設整備工事 雨宮 忠
（第一・第二体育館アスベスト除去 理事長
工事）の監理業務委託
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施に係る機 雨宮 忠
器売買契約、プログラム等使用契 理事長
約及び保守業務契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

雨宮 忠
スポーツ振興投票の実施に関する
理事長
情報処理システム開発業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都港区西新橋2-7-4

雨宮 忠
ｔｏｔｏ携帯サイトの開発（４次開発） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年9月18日

本件の追加開発は、イーバンクシステム㈱が著作権を保
持し、ソース等の詳細情報が公開されていないコンテンツ
変換技術を使用する必要があり、追加開発が可能な者
\14,773,500 随意契約 は、イーバンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

東京都新宿区大京町24

国立代々木競技場施設整備工事 雨宮 忠
（第一・第二体育館アスベスト除去 理事長
平成18年11月29日
工事）後工事の設計業務委託
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

本工事は、現在工事が進行中の第一・第二体育館アスベ
スト除去工事と一連の工事であり、両工事は一体となった
設計が求められること、及び大会・行事等に支障がないよ
\7,140,000 随意契約 う短期に設計を行う必要があることから、同一の設計者と その他
契約を締結する必要があり、独立行政法人日本スポーツ
振興センター会計規則第１８条４項の規定「競争に付する
ことが不利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

国立代々木競技場第一体育館越 雨宮 忠
屋根内メインロープ健全度調査工 理事長
事設計業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

代々木競技場第一体育館はつり屋根構造という極めて特
殊な構造物であり、メインロープは構造上最も基本的な部
分である。また本調査工事は国立代々木競技場施設整備
工事（第一体育館アスベスト除去工事）と並行して実施す
る。従って、構造の特殊性及びアスベスト除去工事の内容
\1,470,000 随意契約
その他
を熟知している者（本体育館建造時及びアスベスト除去工
事の設計者）でなければ、十分な調査仕様を作成すること
は不可能である。よって、独立行政法人日本スポーツ振興
センター会計規則第１８条第４項の「競争に付することが不
利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

東京都新宿区大京町24

平成19年1月11日

随意契約によらざるを得ないもの

類型
区分

18

備考

様式３－２

件数

38

39

40

41

42

43

44

契約の相手方の商号又
は名称

㈱大林組東京本社

㈱丹下都市建築設計

㈱矢ヶ崎総合計画

㈱大林組東京本社

㈱丹下都市建築設計

日本ユニシス㈱

日本ユニシス㈱

契約の相手方の住所

東京都港区港南2-15-2

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

国立代々木競技場施設整備工事 雨宮 忠
（第一・第二体育館アスベスト除去 理事長
工事）後工事
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都新宿区大京町24

国立代々木競技場施設整備工事 雨宮 忠
（第一・第二体育館アスベスト除去 理事長
工事）後工事の監理業務委託
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都調布市布田5-25-1

国立霞ヶ丘競技場ラグビー場夜間 雨宮 忠
照明設備工事に伴う調査及び設計 理事長
業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都港区港南2-15-2

国立代々木競技場第一体育館越 雨宮 忠
屋根内メインロープ健全度調査工 理事長
事
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都新宿区大京町24

国立代々木競技場第一体育館越 雨宮 忠
屋根内メインロープ健全度調査工 理事長
事監理業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

雨宮 忠
新Ｆａｍｉポート投票券販売システム
理事長
に関するリース契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施に関する
雨宮 忠
情報システム（決済先連携カード
理事長
追加システム開発作業等機能追
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
加分）開発業務注文書

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

平成19年1月12日

本工事は、国立代々木競技場施設整備工事（第一・第二
体育館アスベスト除去工事）と一体となった施工が求めら
れ、大会・行事等に影響がないよう、短期で工事を実施し
なければならない。同一の施工業者に事を請け負わせる
\192,150,000 随意契約
その他
ことにより一体となった円滑かつ適切な施工が可能とな
る。よって、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計
規則第１８条第４項の「競争に付することが不利と認められ
る場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成19年1月15日

本業務は、国立代々木競技場施設整備工事（第一・第二
体育館アスベスト除去工事）と一体となった監理が求めら
れ、大会・行事等に影響がないよう、短期で工事を実施し
なければならない。同一の監理業者に監理業務を請け負
\3,885,000 随意契約
その他
わせることにより、一体となった円滑かつ適切な監理業務
等が可能となる。よって、独立行政法人日本スポーツ振興
センター会計規則第１８条第４項の「競争に付することが不
利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成19年2月15日

本設備は、平成１９年８月に開催される国際試合に使用で
きるよう極めて短期間に完成させなければならない。期限
内に設備を完成させるには、実績のある業者に速やかに
\10,867,500 随意契約 設計業務を委託する必要がある。よって、独立行政法人日 その他
本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の「緊急
の必要により競争に付することができない場合」に該当す
るため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成19年2月27日

本工事は、国立代々木競技場施設整備工事（第一・第二
体育館アスベスト除去工事）（以下「アスベスト除去工事」と
いう。）の施工のために第一体育館内に設置された大規模
な足場を活用することではじめて実施可能となることから、
アスベスト除去工事と並行し、一体の施工計画のもとで実
\73,500,000 随意契約
その他
施するものである。従って、アスベスト除去工事の請負者と
契約を締結することにより、円滑かつ適正な履行が行われ
ると認められることから、独立行政法人日本スポーツ振興
センター会計規則第１８条第４項に規定する「競争に付す
ることが不利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成19年2月27日

代々木競技場第一体育館はつり屋根構造という極めて特
殊な構造物であり、メインロープは構造上最も基本的な部
分である。また本調査工事は国立代々木競技場施設整備
工事（第一体育館アスベスト除去工事）と並行して実施す
る。従って、構造の特殊性及びアスベスト除去工事の内容
\2,100,000 随意契約
その他
を熟知している者（本体育館建造時及びアスベスト除去工
事の設計者）でなければ、十分な監理業務を行うことは不
可能である。よって、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター会計規則第１８条第４項の「競争に付することが不利と
認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成18年10月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\104,144,040
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

平成18年10月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\299,567,257
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

類型
区分

備考

様式３－２

件数

45

46

契約の相手方の商号又
は名称

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ㈱

㈱ジェイティービー

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

東京都港区三田1-4-28

雨宮 忠
災害共済給付オンライン請求シス
理事長
平成18年10月13日
テムに係る機能強化
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

本件は、現行システムの運用に影響を与えないこと、現行
システムとの完全な互換性の確保及び平成１９年度から
のシステム運用が可能となることが重要な条件であり、ま
たシステム改修は開発業者の著作権に係る部分について
\84,994,350 随意契約 承諾行為が必要であるため、本システムの開発、運用及 その他
び保守を実施している業者に委託することによりシステム
の安定稼働が可能となることから、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（ＢＩＧ改 理事長
平成18年10月26日
修）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\9,427,950 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

18

随意契約によらざるを得ないもの

18

独立行政法人通則法第４０条の規定により、文部科学大
臣から独立行政法人日本スポーツ振興センターの会計監
査人としてみすず監査法人が選任されたため。よって、独
\16,275,000 随意契約
見直しの余地あり 公募を実施（19年度契約から）
立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条
第４項の「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。

48

㈱ＮＨＫちゅうごくソフトプ 広島県広島市中区大手町2ラン
11-10

雨宮 忠
平成１８年度食に関する指導支援
理事長
平成18年11月20日
資料の作成
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

企画競争の結果、内容の最も優れた業者と契約を締結す
るものであり、契約の相手方は他に存在せず、独立行政
企画競争・
\8,700,000
法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の その他
公募
「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。

企画競争を実施

㈱日立メディコ

東京都千代田区外神田4-141

雨宮 忠
健診システムのサーバ機ハード等
理事長
平成18年11月22日
の更新
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

本システムは開発業者である同社が著作権を保有してい
るため、内容を公開することはきわめて困難であることか
\7,925,400 随意契約 ら、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１ その他
８条第４項の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

東京都渋谷区代々木2-6-5

雨宮 忠
ｔｏｔｏお客様センター運営時間の延
理事長
平成18年11月28日
長対応
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

ｔｏｔｏお客様センター運営業務に直接関連して、既存の施
設・要員体制等を用いて運営時間の延長対応を行う関連
契約であり、現に履行中の契約者以外の者に履行させる
\1,020,728 随意契約
その他
ことは不利であることから、独立行政法人日本スポーツ振
興センター会計規則第１８条第４項の規定「競争に付する
ことが不利と認められる場合」に該当するため。

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

東京都江東区豊洲1-1-1

スポーツ振興投票の実施における
雨宮 忠
機器及びプログラム並びにサービ
理事長
ス等の取引に関する契約（年末年
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
始システムメンテナンス分）

東京都港区西新橋2-7-4

雨宮 忠
ｔｏｔｏ携帯サイトの開発（５次開発） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

51

52

㈱もしもしホットライン

日本ユニシス㈱

イーバンクシステム㈱

平成18年11月6日

随意契約によらざるを得ないもの

みすず監査法人

50

会計監査人との監査契約

類型
区分

47

49

東京都千代田区霞ヶ関3-2-5

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

講ずる措置

平成18年12月1日

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\13,195,261
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

平成19年1月5日

本件の追加開発は、イーバンクシステム㈱が著作権を保
持し、ソース等の詳細情報が公開されていないコンテンツ
変換技術を使用する必要があり、追加開発が可能な者
\7,882,875 随意契約 は、イーバンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

18

企画競争を実施

随意契約によらざるを得ないもの

18

備考

様式３－２

件数

53

54

55

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

有限会社フィットネスアポ
東京都品川区北品川4-7-35
ロ社

㈱日立メディコ

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ㈱

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

スポーツ情報サービス事業ーＩＴプ 雨宮 忠
ロモーション事業スポーツコード・ 理事長
ストリームの購入
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

雨宮 忠
筋形態計測支援システムのサーバ
東京都千代田区外神田4-14-1
理事長
機能移設に係る業務委託
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都港区三田1-4-28

雨宮 忠
災害共済給付掛金収納システムに
理事長
係る機能強化
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

56

国立スポーツ科学センター館内映 雨宮 忠
有限会社クロスエッジ・シ 神奈川県横浜市都筑区東山田
像ＤＢシステムソフトウェアの構築 理事長
ステムズ
2-14-42
に係る業務委託
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

57

大日本印刷㈱

２００７年シーズン （社）日本プロ 雨宮 忠
サッカーリーグ公式試合情報の取 理事長
得の契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

58

㈱ジェイリーグエンタープ
東京都文京区本郷3-10-15
ライズ

スポーツ振興パートナーシップ契
約（２００７年シーズン）

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

雨宮 忠
ｔｏｔｏクレジットカード決済運用業務 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

東京都品川区東品川2-3-11

スポーツ振興投票業務に係る投票 雨宮 忠
券販売システムの改修等（miniＢＩ 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
Ｇ開発等）

59

60

㈱ジェイティービー

東京都新宿区榎町7

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年1月5日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

類型
区分

日本において、スポーツコード・ストリームを販売し、当該ソ
フトウェアのサポートサービスを実施しているのは、オース
トラリアのスポーツテック社の日本における総代理店であ
競争入札に移行（19年度契約か
\1,627,500 随意契約 る有限会社フィットネスアポロ社のみである。よって、独立 見直しの余地あり
ら）
行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４
項の規定中「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。

平成19年1月22日

本システムについては、開発業者である㈱日立メディコ
が、ソフト仕様について著作権を保有している。そのため、
本システムの技術的内容を公開することはきわめて困難
\2,940,000 随意契約
その他
である。よって、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項に規定する「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。

平成19年1月22日

本システムの改修に当たっては、現行システムの運用に
影響を与えないこと、現行システムとの完全な互換性の確
保が重要な条件であるため、現行システムのインフラ、
ネットワーク等の環境設定、認証形態、システム内容の詳
\11,476,500 随意契約
その他
細等を十分に理解し、短期間の中で改修作業を実施しな
ければならないことから、独立行政法人日本スポーツ振興
センター会計規則第１８条第４項「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」に該当するため。

平成19年1月29日

講ずる措置

随意契約によらざるを得ないもの

18

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

平成１６年度委託研究における委託先であり、本システム
の原型となるデータベースサーバ環境の構築及びプロトタ
イプの製作を行い、映像ストリーミング配信技術について
も精通しており、本件の作業を実施するに当たり、様々な
競争入札若しくは企画競争に移
\4,200,000 随意契約
見直しの余地あり
専門的施術及び経験等を有している。
行（20年度契約から）
よって、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則
第１８条第４項の「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。

平成19年2月1日

Jリーグの公式試合の進行状況及び情報をリアルタイムに
取得し、その情報を正確に提供できるのは、Jリーグスコア
ボードのみであり、その契約相手方は当該システムの製
\5,250,000 随意契約 作元である大日本印刷㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

随意契約によらざるを得ないもの

12

平成19年2月1日

Jリーグのロゴ、公式映像等を使用してスポーツ振興投票
の制度広報等を行うため、契約相手方は社団法人日本プ
ロサッカーリーグの代理人である㈱ジェイリーグエンタープ
\210,000,000 随意契約
その他
ライズ以外存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター会計規則第１８条第４項の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成19年2月1日

平成19年2月5日

クレジットカード決済に伴う個人情報等のセキュリティー
上、業務に使用するシステムの運用が可能な者は㈱ジェ
イティービーに限定され、他に競争相手が存在しないこと
公募を実施（20年度以降、条件を
\5,082,000 随意契約
見直しの余地あり
から、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則
整備の上）
第１８条第４項の規定「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。

当該システムにおいて、改修等を行うことが可能な者は、
著作権を有する㈱ジェイティービー以外存在せず、独立行
\20,638,800 随意契約 政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項 その他
の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

備考

様式３－２

件数

61

契約の相手方の商号又
は名称

㈱ＤＮＡチップ研究所

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

神奈川県横浜市鶴見区末広町
遺伝子解析業務の委託
1-1-43

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年2月19日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

遺伝子解析が学術的に有効な結果となるには、高精度か
つ高い成功率を有し、妥当性及び再現性があることが必
須となり、ＤＮＡチップの開発及び販売、受託実験並びに受
託統計作業までを一貫して委託することで学術的にも有効
競争入札に移行（20年度契約か
\3,045,000 随意契約 な信頼性の高い解析結果を得ることができる。当該相手方 見直しの余地あり
ら）
は一連の開発、販売及び作業を一貫して行っている国内
唯一の企業であることから、独立行政法人日本スポーツ振
興センター会計規則第１８条第４項の「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。
本件の追加開発は、イーバンクシステム㈱が著作権を保
持し、ソース等の詳細情報が公開されていないコンテンツ
変換技術を使用する必要があり、追加開発が可能な者
\22,766,625 随意契約 は、イーバンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人 その他
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

62

イーバンクシステム㈱

東京都港区西新橋2-7-4

雨宮 忠
ｔｏｔｏ携帯サイトの開発（６次開発） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年2月26日

63

㈱スポーツスタイル

雨宮 忠
東京都千代田区神田小川町2- 心拍間変異分析機能付加速度脈
理事長
2-7
拍計の購入
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年2月27日

64

㈱アサツー ディ・ケイ

東京都中央区築地1-13-1

雨宮 忠
ｔｏｔｏ事業の広告宣伝（平成１８年４
理事長
月～１２月分）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年2月28日

スポーツ振興投票の実施における 雨宮 忠
情報処理システム開発運用業務に 理事長
関するリース契約
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月1日

平成19年3月1日

該当するラジオ実況中継番組を放送するのは、かわさき
市民放送㈱のみであり、他に競争相手が存在しないことか
企画競争を実施（20年度契約か
\3,400,000 随意契約 ら、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１ 見直しの余地あり
ら）
８条第４項の規定「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。

本業務の実施に当たっては、イーバンクシステム㈱が著作
権を保持し、ソース等が公開されていないコンテンツ変換
技術の詳細情報が必要であり、履行可能な者は、イーバ
\5,801,250 随意契約
その他
ンクシステム㈱以外に存在せず、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

65

日本ユニシス㈱

東京都江東区豊洲1-1-1

66

かわさき市民放送㈱

神奈川県川崎市中原区小杉町 Ｊリーグのラジオ実況中継番組の
1-403
提供

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月1日

平成19年3月1日

67

イーバンクシステム㈱

東京都港区西新橋2-7-4

ｔｏｔｏ携帯サイトの保守

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

68

㈱アサツー ディ・ケイ

東京都中央区築地1-13-1

ｔｏｔｏオフィシャルサイトの運用

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

類型
区分

随意契約によらざるを得ないもの

18

メディコア社製心拍間変異分析機能付加速度脈波計（ＳＡ
－３０００Ｐ）を取り扱っている国内唯一の代理店は、㈱ス
競争入札に移行（20年度契約か
\1,600,200 随意契約 ポーツスタイルのみである。よって、独立行政法人日本ス 見直しの余地あり
ら）
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の「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。

企画提案書による提案競技の上、同社が選定されたｔｏｔｏ
事業における広告宣伝業務の一環となる契約であり、独
企画競争・
立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条 その他
公募
第４項の規定「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。

企画競争を実施

企画提案書を公募の上、同社が選定されたスポーツ振興
投票の実施に関する経営管理業務及び情報システム開発
企画競争・ 運用管理業務の一環となる契約であり、契約の相手方は
\997,285,485
その他
公募
他に存在せず、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

企画競争を実施

\1,436,767,264

\22,454,250

企画提案書による提案競技の上、同社が選定されたｔｏｔｏ
事業における広告宣伝業務の一環となる契約であり、独
企画競争・
立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条 その他
公募
第４項の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

企画競争を実施

18

備考

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

機種選定の要求要件を満たしているのは、MEMRECAM fx
K4（㈱ナックイメージテクノロジー社製）であり、当該機器
は、関東地区の国公立機関に関しては代理店を設定せ
ず、製造会社が直接販売・修理対応を行っている。よって、
競争入札に移行（20年度契約か
\9,975,000 随意契約
見直しの余地あり
独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８
ら）
条第４項の「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。

雨宮 忠
超高感度高精細カラーハイスピー
理事長
ドカメラの購入
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月9日

㈱日立メディコ東京支店 東京都千代田区外神田4-14-1 健診システムの一部改修

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月16日

健診システムについては、開発業者がソフト仕様について
著作権を保有しており、本システムの技術的内容を公開す
\1,470,000 随意契約 ることはきわめて困難である。よって、独立行政法人日本 その他
スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の「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。

71

旭光物産㈱

東京都文京区本郷1-33-8

非侵襲心拍出量計の購入

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月23日

日本においてフィジオフローlab-1を販売しているのは、日
本におけるマナテック社の総代理店である旭光物産㈱の
競争入札に移行（20年度契約か
\3,654,000 随意契約 みである。よって、独立行政法人日本スポーツ振興セン
見直しの余地あり
ら）
ター会計規則第１８条第４項の「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。

72

㈱アサツー ディ・ケイ

東京都中央区築地1-13-1

雨宮 忠
ｔｏｔｏ事業の広告宣伝（平成１９年２
理事長
月～３月分）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月31日

73

㈱東芝

東京都港区芝浦1-1-1

雨宮 忠
国立代々木競技場電気中央監視
理事長
盤装置保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年5月1日

設備内容を熟知した製造業者でなければ、円滑な保守点
検、緊急時の対応及び交換部品の調達は不可能である。
\1,155,000 随意契約 よって独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則 その他
第１８条第４項の規定「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。

74

テクノ矢崎㈱

雨宮 忠
国立霞ヶ丘競技場冷暖房設備（冷
理事長
温水発生機）の保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

設備内容を熟知した製造業者関連の保守専門会社でなけ
れば、円滑な保守点検、緊急時の対応及び交換部品の調
競争入札に移行（19年度契約か
\1,306,725 随意契約 達は不可能である。よって独立行政法人日本スポーツ振 見直しの余地あり
ら移行済）
興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

75

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
㈱

東京都千代田区有楽町1-7-1

国立スポーツ科学センターエレ
ベーターの保守点検

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

設備内容を熟知した製造業者関連の保守専門会社でなけ
れば、円滑な保守点検、緊急時の対応及び交換部品の調
競争入札に移行（19年度契約か
\2,239,020 随意契約 達は不可能である。よって独立行政法人日本スポーツ振 見直しの余地あり
ら移行済）
興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

76

荏原冷熱ｼｽﾃﾑ㈱

東京都大田区羽田5-1-13

雨宮 忠
国立スポーツ科学センター吸収冷
理事長
温水機の保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

設備内容を熟知した製造業者関連の保守専門会社でなけ
れば、円滑な保守点検、緊急時の対応及び交換部品の調
競争入札に移行（19年度契約か
\1,417,500 随意契約 達は不可能である。よって独立行政法人日本スポーツ振 見直しの余地あり
ら移行済）
興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

69

㈱ナックイメージテクノロ
東京都千代田区三-町8-7
ジー

70

東京都品川区南品川2-2-10

類型
区分

\705,543,539

企画提案書による提案競技の上、同社が選定されたｔｏｔｏ
事業における広告宣伝業務の一環となる契約であり、独
企画競争・
立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条 その他
公募
第４項の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

企画競争を実施

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

18

備考

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

77

ホーチキ㈱

東京都品川区上大崎2-10-43

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

設備内容を熟知した製造業者でなければ、円滑な保守点
検、緊急時の対応及び交換部品の調達は不可能である。
競争入札に移行（20年度契約か
\1,540,140 随意契約 よって独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則 見直しの余地あり
ら）
第１８条第４項の規定「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。

78

㈱神戸製鋼所

雨宮 忠
兵庫県神戸市中央区脇浜町2- 国立スポーツ科学センター空気熱
理事長
10-26
源ヒートポンプユニットの保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

設備内容を熟知した製造業者でなければ、円滑な保守点
検、緊急時の対応及び交換部品の調達は不可能である。
競争入札に移行（19年度契約か
\1,890,000 随意契約 よって独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則 見直しの余地あり
ら移行済）
第１８条第４項の規定「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。

国立スポーツ科学センターセキュ
リティシステムの保守点検

本システムの基幹となるネットワーク及びデータセンターで
は、365日24時間運用しており、停止することができないた
め、維持・運用を行うに当たり、常に安定したシステムの提
供及びセキュリティの確保が重要である。また、システム
\23,625,000 随意契約 の流用するモジュールの一部は開発業者が著作権を有し その他
ており、公開は極めて困難である。よって、独立行政法人
日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定
「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。

類型
区分

79

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ㈱

東京都港区三田1-4-28

雨宮 忠
災害共済給付オンライン請求シス
理事長
テムの運用保守
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月7日

80

㈱日立メディコ東京支店

国立スポーツ科学センタースポー 雨宮 忠
東京都千代田区外神田4-14-1
ツ科学形態・代謝画像情報解析シ 理事長
秋葉原ＵＤＸ18階
ステムの保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月23日

\29,500,000

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

81

㈱共和電業

雨宮 忠
東京都港区虎ノ門1-22-14ミツ 国立スポーツ科学センター床反力
理事長
ヤ虎ノ門ビル
解析システムの保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月23日

\4,200,000

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

平成19年3月26日

財務会計システムは、開発業者が独自に開発した会計シ
ステム（以下「コアシステム」という。）を基礎として構築され
たシステムである。コアシステムの著作権は開発業者に帰
\4,195,800 随意契約 属し、またプログラムソースの公開をしていない。よって、 その他
独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８
条第４項の規定「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。

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意契約によらざるを得ないもの

18

82

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ㈱

東京都港区三田1-4-28

雨宮 忠
財務会計システムのソフトウェア保
理事長
守業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

雨宮 忠
文書管理システムのソフトウェア保
理事長
守業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月26日

文書管理システムは、開発業者が所有する既存のプログ
ラム、コンポーネント（以下「コアシステム」という。）を基礎
として構築されたものである。コアシステムの著作権は開
\2,494,800 随意契約 発業者に帰属し、またプログラムソースの公開をしていな その他
い。よって、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計
規則第１８条第４項の規定「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。

平成19年3月27日

\3,599,400

83

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ㈱

東京都港区三田1-4-28

84

パナソニックＳＳマーケ
ティング㈱

雨宮 忠
東京都新宿区新宿5-15-5新宿 国立スポーツ科学センター映像支
理事長
三光町ビル
援システムの保守点検業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

随意契約によらざるを得ないもの

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

18

備考

様式３－２

件数

85

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

東芝エルティエンジニア 東京都品川区南品川2-2-13南 国立代々木競技場500KW常用ガ
リング㈱
品川JNビル9階
ス発電設備等の保守点検

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

86

㈱みかづきプールシステ
高知県高知市中万々106-1
ム

国立スポーツ科学センター循環ろ 雨宮 忠
過システム保守点検及び整備点検 理事長
業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

87

エスペックエンジニアリン
東京都大田区千鳥1-11-4
グ㈱

雨宮 忠
国立スポーツ科学センター特殊実
理事長
験設備等保守点検業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

\12,747,504

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

88

ホーチキ㈱

東京都品川区上大崎2-10-43

国立スポーツ科学センターセキュ
リティシステム保守点検業務

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

\1,540,140

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

89

㈱西日本流体技研

雨宮 忠
長崎県佐世保市小佐々町黒石 国立スポーツ科学ボート・カヌー実
理事長
339-30
験場保守点検業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

本設備は、㈱西日本流体技研の特許に基づき製造された
たものである。特許の使用権を有し、設備内容を熟知した
業者でなければ円滑な保守及び緊急時の対応は不可能
\8,505,000 随意契約
その他
である。よって、独立行政法人日本スポーツ振興センター
会計規則第１８条第４項の規定「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。

90

日本光電東京㈱

東京都文京区小石川1-3-25

雨宮 忠
国立スポーツ科学センター各種研
理事長
究用システムの保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

\1,831,410

91

富士ゼロックス㈱

東京都港区六本木3-1-1

雨宮 忠
健康安全部・衛生管理室の複合機
理事長
（３台）の保守業務
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

現在稼働中の複合機の保守及び消耗品の補充等のサー
ビスを円滑に行うことができるのは、メーカーである富士ゼ
競争入札に移行（20年度契約か
\1,285,752 随意契約 ロックスのみである。よって、独立行政法人日本スポーツ 見直しの余地あり
ら）
振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

東京都品川区東品川1-39-9

雨宮 忠
国立スポーツ科学センターホテル
理事長
システムの保守点検
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

本システムのプログラムの著作権は、ＮＥＣネッツエスアイ
㈱にあり、システムの保守点検及び故障時の復旧等の作
業を他社が行う場合、著作権の開示が必要となり、他社で
\2,041,200 随意契約
その他
は対応が不可能である。よって、独立行政法人日本スポー
ツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

ＮＥＣネッツエスアイ㈱

備考

本設備のシステムプログラムは、製造メーカーの知的財産
権で保護されており、システム検証の良否判定はシステム
を熟知した業者（開発業者関連の保守専門会社）でなけれ
競争入札に移行（20年度契約か
\3,150,000 随意契約
見直しの余地あり
ば不可能である。よって、独立行政法人日本スポーツ振興
ら）
センター会計規則第１８条第４項の規定「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。
本設備は、製造会社（有限会社みかづき文化会館）の特
許に基づき製造された機器である。当該特許に係る使用
権を有し、当該設備設備内容を熟知した業者（開発業者関
連の保守専門会社）でなければ、円滑な保守点検及び緊
\49,890,750 随意契約
その他
急時の対応は不可能である。よって、独立行政法人日本
スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

92

類型
区分

随意契約事前公募を行った結果、競争性が認められな
企画競争・
かったため、独立行政法人日本スポーツ振興センター会
公募
計規則第１８条第４項による随意契約とした。

見直しの余地あり

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

18

18

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
@3.2円／1
コピー等

18

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

平成19年3月30日

医用電子画像管理システム及び医系ネットワーク機器は、
複雑に連動し、機器を制御するすべてのソフトウェアは、オ
リジナルソフトウェアであり、当該システムを構築・開発した
競争入札に移行（20年度契約か
\2,718,750 随意契約 業者でなければアップグレード版の提供・専用パッチのリ 見直しの余地あり
ら）
リース等は不可能である。よって、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

平成19年3月30日

本システムは、特許取得の機器であり、使用するろ材及び
薬剤をメーカーが推奨する製品とすることにより、機器の
保全及び機器能力の維持が保証される。よって、独立行
\5,200,500 随意契約
その他
政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条第４項
の規定「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。

東京都千代田区三-町5-19

雨宮 忠
国立霞ヶ丘競技場オンライン発券
理事長
システム機器の賃貸借
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

チケット販売・管理システムを稼働するためには、システム
専用の機器を使用しなければならない。機器の製造・販売
及び当該システムによるオンライン発券を専門に行える会
競争入札若しくは企画競争に移
\2,279,970 随意契約
見直しの余地あり
社は、ぴあ㈱のみである。よって、独立行政法人日本ス
行（20年度契約から）
ポーツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

ヤフー㈱

東京都港区六本木6-10-1

雨宮 忠
スポーツ振興くじｔｏｔｏに関するオン
理事長
ライン上の広告宣伝
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

市場価格及び参考見積価格と比較検討した結果、他社に
比べて著しく有利な価格をもって契約することができること
企画競争を実施(20年度以降、条
\9,450,000 随意契約 から、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則 見直しの余地あり
件整備の上）
第１８条第４項の規定「競争に付することが不利と認められ
る場合」に該当するため。

97

㈱アサツー ディ・ケイ

東京都中央区築地1-13-1

ｔｏｔｏ携帯サイトの運用

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

\9,112,400

98

㈱ジェイティービー

東京都品川区東品川2-3-11

ｔｏｔｏデビットカード決済運用業務

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

93

テクマトリックス㈱

94

㈱みかづきプールシステ
高知県高知市中万々106-1
ム

雨宮 忠
国立スポーツ科学センター循環ろ
理事長
過システムろ材及び薬剤の購入
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

95

ぴあ㈱

96

99

㈱時事通信社

100 ソフトバンクテレコム㈱

東京都港区高輪4-10-8

国立スポーツ科学センター医用電 雨宮 忠
子画像管理システム及び医系ネッ 理事長
トワーク機器の保守
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

企画提案書による提案競技の上、同社が選定されたｔｏｔｏ
事業における広告宣伝業務の一環となる契約であり、独
企画競争・
立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第１８条 その他
公募
第４項の規定「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。

類型
区分

単価契約
@17,000円
／ろ材1
セット等

19年度以降、当該事務・事業の
委託等を行わないもの

企画競争を実施

当該業務において、履行が可能な者は、ｔｏｔｏのデビット
カード決済に係る知的財産を保有する株式会社ジェイ
公募を実施（20年度以降、条件を
\54,180,000 随意契約 ティービー以外存在せず、独立行政法人日本スポーツ振 見直しの余地あり
整備の上）
興センター会計規則第１８条第４項の規定「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。

東京都中央区銀座5-15-8

スポーツ情報サービス事業時事通 雨宮 忠
信社クリッピングメールサービス「Ｊ 理事長
－Ｆｉｔｓ@mail」の利用
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月26日

スポーツ情報サービス事業では、我が国の国際競技力向
上に資するため、様々な情報を収集・提供しており、国内・
海外のニュースを効率的に入手するためインターネットを
利用した情報サービス（以下「クリッピングメールサービス」
という。）を利用している。必要な条件を満たすサービスを
\1,260,000 随意契約 提供しているのは㈱時事通信社及び㈱共同通信社であ その他
り、共同通信社からの情報はＪＯＣが収集しているため、セ
ンターでは、時事通信社からの情報を収集している。よっ
て、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第
１８条第４項の規定「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。

東京都港区東新橋1-9-1

雨宮 忠
国立スポーツ科学センターインター
理事長
ネット接続サービスの利用
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

\1,240,050 随意契約

随意契約によらざるを得ないもの

インターネット接続サービスの利用料は、値引等が行われ
ない（定額）性質のものであり、独立行政法人日本スポー
競争入札に移行(20年度以降、条
見直しの余地あり
ツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「契約の性
件整備の上）
質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。

備考

12

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

101

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ㈱

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
区分

インターネット接続サービスの利用料は、値引等が行われ
ない（定額）性質のものであり、独立行政法人日本スポー
競争入札に移行(20年度以降、条
見直しの余地あり
ツ振興センター会計規則第１８条第４項の規定「契約の性
件整備の上）
質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。

東京都千代田区内幸町1-1-6

本部事務所等インターネット接続
サービスの利用

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成19年3月30日

102 東京電力㈱新宿支社

東京都新宿区新宿5-4-9

電気の使用（本部事務所）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\7,875,943 随意契約 長期継続契約

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

103 東京電力㈱新宿支社

東京都新宿区新宿5-4-9

電気の使用（国立霞ヶ丘競技場）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\37,686,078 随意契約 長期継続契約

見直しの余地あり

競争入札に移行（20年度契約か
ら）

104 東京電力㈱新宿支社

東京都新宿区新宿5-4-9

雨宮 忠
電気の使用（国立代々木競技場） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\64,193,040 随意契約 長期継続契約

見直しの余地あり 競争入札に移行（20年度中）

105 東京電力㈱大塚支社

東京都豊島区北大塚2-33-17

雨宮 忠
電気の使用（国立スポーツ科学セ
理事長
ンター）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\103,202,681 随意契約 長期継続契約

見直しの余地あり 競争入札に移行（20年度中）

106 東京ガス㈱

東京都港区海岸1-5-20

ガスの使用（国立霞ヶ丘競技場）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\21,609,902 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

107 東京ガス㈱

東京都港区海岸1-5-20

ガスの使用（国立代々木競技場）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\22,056,130 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

108 東京ガス㈱

東京都港区海岸1-5-20

ガスの使用（国立スポーツ科学セ
ンター）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\32,878,255 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

\1,597,470 随意契約

備考

様式３－２

件数

契約の相手方の商号又
は名称

契約の相手方の住所

公共工事の名称、場所、機関及び 契約担当者等の氏名並びに
種別又は物品役務等の名称及び その所属する部局の名称及 契約を締結した日
数量
び所在地

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
区分

109 東京都水道局

東京都新宿区内藤町87

水道の使用（国立霞ヶ丘競技場）

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\49,227,721 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

110 東京都水道局

東京都渋谷区宇田川町1-1

雨宮 忠
水道の使用（国立代々木競技場） 理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\36,721,372 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

111 東京都水道局

東京都北区上十条1-9-17

雨宮 忠
水道の使用（国立スポーツ科学セ
理事長
ンター）
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\40,038,006 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

112 日本郵政公社

東京都千代田区霞ヶ関1-3-2

料金後納郵便

雨宮 忠
理事長
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

平成18年4月1日

\14,454,928 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

9

113 日本郵政公社

東京都千代田区霞ヶ関1-3-2

料金後納郵便

斉藤 和兄
名古屋支所長
愛知県名古屋市中村区那古
野1-47-1

平成18年4月1日

\2,536,010 随意契約 長期継続契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

9

合計

\7,280,931,314

備考

