国立大学法人政策研究大学院大学契約事務取扱規程第８条の２に基づき、以下のとおり公表する。
No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

1

教育ソフトウエアSTATAの包括ライセンス（サイトラ
イセンス）契約

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年2月4日

株式会社ライトストーン
東京都千代田区東神田2-5-12龍角散ビル7階

1,890,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

2

Science Direct ®の利用

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年2月22日

エルゼビア・ビー・ブイ
オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29

9,646,617円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

3

財務会計システム｢見える会計 Ver.4｣ソフトウェア
保守業務

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月8日

神田通信機株式会社
東京都千代田区神田富山町24

2,125,500円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

4

海外インフラ展開人材養成プログラムに係る研修
業務

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月19日

一般社団法人国際建設技術協会
東京都文京区関口1-23-6

10,400,400円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

5

CNN等衛星放送受信サービス

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月27日

株式会社日本ケーブルテレビジョン
東京都港区六本木1-1-1

1,023,840円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）及び第8条第1項第2号（エ）

6

人事給与統合システム保守業務

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月27日

株式会社日進サイエンティア
東京都品川区南大井6-26-2 大森ベルポートB館8階

1,474,200円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

7

政策研究大学院大学顧問弁護士委託契約

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月27日

安西法律事務所
東京都中央区銀座3-4-1大倉別館3階

8

勤怠管理ソフトウェア・ICカードリーダー・仮想基盤ｼ
ｽﾃﾑ保守

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月29日

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

1,579,410円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

9

振舞検知型ソフトウェア(Paloalto Wildfire)ライセンス
更新

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月29日

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

2,398,000円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

10

EBSCO Academic Search Premier年間利用料 他

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月29日

EBSCO Information Service Japan 株式会社
東京都中野区中央二丁目19番2号
中野第1OSビル3階

3,263,004円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

11

日経テレコン２１

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月29日

日経メディアマーケティング株式会社
東京都千代田区大手町１－３－７

1,005,696円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第2号（エ）

12

オンライン情報サービス LexisNexis Academic
データベース利用料

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月29日

レクシスネクシス・ジャパン株式会社
東京都港区東麻布１－９－１５ 東麻布１丁目ビル６階

13

郵便物の集荷・配送代行業務

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年3月31日

株式会社FMサポート21
東京都港区新橋1丁目18番16号

14

労働者派遣契約(教員秘書業務等）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2656.8円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

15

労働者派遣契約(教員秘書業務等）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2656.8円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

16

労働者派遣契約(経理担当業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,484円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

17

労働者派遣契約(経理担当業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,322円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

18

労働者派遣契約(図書館カウンター業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,376円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

19

労働者派遣契約(図書館カウンター業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,376円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

契約の相手方

契約金額

随意契約の根拠となる条文

備考

月額108,000円 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
（年額参考：1,296,000円） 8条第1項第1号（カ）

月額：124,740円（4月～9月）
会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
月額：127,050円(10月～3月)
8条第1項第1号（カ）
（年額参考：1,510,740円）
バイク便往復定期金額 月額 108,000円 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
軽自動車往復スポット金額 1回9,720円 8条第1項第1号（イ）

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

契約の相手方

契約金額

随意契約の根拠となる条文

備考

20

労働者派遣契約(国際渉外室担当業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月1日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

21

労働者派遣契約（庶務担当業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

平成31年4月8日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2392.2円/時間

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（オ）

22

労働者派遣契約（研究費管理・執行補助業務）

（変更前）
渡邉倫子
大学運営局長
（変更後）岩渕信享
財務マネジメント課長

（変更前）平成30年11月22日 株式会社リクルートスタッフィング
↓
東京都中央区銀座8-4-17
（変更後） 平成31年4月25日 リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2392.2円/時間

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
※変更契約
8条第1項第3号（カ）

23

労働者派遣契約（教育プログラム運営補助業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

令和元年5月24日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,484円/時間

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（オ）

24

労働者派遣契約（受託研究事業補助業務）

岩渕信享
財務マネジメント課長

令和元年5月28日

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,484円/時間

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（オ）

25

税理士顧問契約

岩渕信享
財務マネジメント課長

令和元年5月29日

Pwc税理士法人
東京都千代田区霞が関3-2-5

1,359,800円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

26

東南アジア行政組織開発にかかる情報収集・確認
調査 外国人招聘業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年6月6日

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
東京都千代田区神田和泉町1-13住友商事神田和泉町ビ
ル12階

8,779,780円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第1項第1号（オ）

27

SciREX Quarterly トップページデザインリニューア
ル及びコンテンツ掲載・編集業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年6月10日

株式会社エクシード
東京都中央区日本橋大伝馬町13-1

1,069,200円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第1項第1号（オ）

28

ステーツマン・プロジェクトに係るイスラエル出張手
配業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年6月21日

株式会社霞が関トラベル
東京都千代田区霞が関3-3-1

29

科学技術政策研究プロジェクトに関するワーク
ショップ及びインタビューの実施業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年7月3日

特定非営利活動法人STeLA Japan
東京都文京区本郷5丁目25-16-303

30

（変更前）留学生サマーｾﾐﾅｰ「メガシティの地下空
間」に係る業務委託
↓
（変更後）留学生サマーｾﾐﾅｰ｢メガシティの地下空
間｣及び｢水と大地｣にかかる委託業務

（変更前）岩渕信享
財務マネジメント課長
↓
（変更後）渡邉倫子
大学運営局長

（変更前）平成31年4月1日
↓
（変更後）令和元年7月8日

株式会社プライムインターナショナル
東京都渋谷区恵比寿1-13-1

31

セキュリティ強化対応支援業務（秘密保持契約含
む）

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年7月31日

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

32

クラリベイト・アナリティクス社製研究用データ購入
（XML Raw Data (CUSTOM DATA -Web of Science
-XML-CUSTOM ONE-TIME))

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年8月1日

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂5丁目2番20号

33

人事給与統合システム年末調整WEB申請機能追
加作業

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年8月5日

株式会社日進サイエンティア
東京都品川区南大井6-26-2 大森ベルポートB館8階

34

労働者派遣契約（庶務担当業務）

渡邉倫子
大学運営局長

35

政策情報公開に関わるシステムハードウェア増強
に伴う開発

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年8月23日

株式会社ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

1,969,920円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

36

ステーツマン・プロジェクトに係るウズベキスタン出
張手配業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年9月17日

株式会社霞が関トラベル
東京都千代田区霞が関3-3-1

8,293,500円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

（変更前） 令和元年6月27日 株式会社リクルートスタッフィング
↓
東京都中央区銀座8-4-17
（変更後） 令和元年8月6日 リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,484円/時間

15,259,140円

2,480,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第 企画競争による時間
8条第1項第1号（オ）
単価契約

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）
会計規則第30条第1項第5号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第2項

（変更前） 4,158,000円
会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
↓
※変更契約後
8条第1項第1号（カ）
(変更後） 8,498,358円

6,318,000円

会計規則第30条第1項第2号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（ア）

71,000米ドル 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
（参考円貨額：7,791,540円） 8条第1項第1号（カ）

3,378,240円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

（変更前）会計規則第30条第1項第4号、契約事務取
扱規程第8条第1項第1号（オ）
2392.2円/時間 ↓
※変更契約
（変更後）会計規則第30条第1項第4号、契約事務取
扱規程第8条第1項第1号（カ）

No.

契約事項

37

定期健康診断業務

38

教育支援情報サービスシステムソフトウェア保守業
務

39

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年9月24日

契約の相手方
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
東京都新宿区西早稲田1-1-7

契約金額

随意契約の根拠となる条文
単価契約

備考

会計規則第30条第1項第2号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

（変更前）佐藤弘毅
大学運営局長
↓
（変更後）渡邉倫子
大学運営局長

（変更前） 平成30年2月19日
株式会社プランナーズランド
↓
愛知県名古屋市中区栄5丁目25番6号
（変更後） 令和元年9月30日

（変更前） 9,619,560円
会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
↓
※変更契約
8条第1項第1号（カ）
(変更後） 9,708,630円

政策研究大学院大学エレベーター改修工事

渡邉倫子
大学運営局長

（変更前） 令和元年6月17日
東芝エレベーター株式会社 東京支店
↓
東京都品川区大井1-28-1
（変更後） 令和元年10月1日

（変更前） 6,210,000円
会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
↓
※変更契約
8条第1項第1号（カ）
(変更後） 6,325,000円

40

フォレンジック調査

渡邉倫子
大学運営局長

（変更前） 令和元年6月20日
株式会社サイバーディフェンス研究所
↓
東京都中央区八重洲1-6-6 八重洲センタービル4階
（変更後） 令和元年10月1日

（変更前） 6,156,000円
会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
↓
※変更契約
8条第1項第1号（ア）
(変更後） 8,316,000円

41

オンラインビデオ面接システム使用権許諾

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年10月4日

Kira Talent Inc.
99 YokKville Avenue,Suite 200
Toronto,Ontario,M5R 1C1,Canada

42

政策情報公開に関わるシステムの情報の拡充と質
の向上のための開発

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年10月21日

株式会社ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

43

労働者派遣契約（国際会議（学会）開催関連補助
業務）

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年11月6日

株式会社ハーフタイム
東京都新宿区四谷1-18-6 四谷プラザビル6階

44

国会事故調フォローアップ、および原子力に関する
コンサルティング委託業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年11月19日

株式会社クロト・パートナーズ
東京都港区北青山2-7-13プラセオ青山ビル3階

45

大学公式WEBサーバーシステムの移管作業に伴う
仮想サーバー環境の改修 一式

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年11月25日

東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号

46

国会事故調フォローアップ及び高齢化社会・グロー
バルヘルス等に関する法律調査・コンサルティング
業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年11月27日

三浦法律事務所パートナー弁護士 松澤 香
東京都千代田区大手町１－５－１イーストタワー3階

47

教育ソフトウェアMATLAB包括ライセンス(TAH）更
新

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年11月28日

マスワークス合同会社
東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ7階

1,287,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

48

2020年Springer Link電子ジャーナル購読サービス

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年12月4日

Springer Nature Customer Service Center Gmbh
Tigrgartenstrsse15-17
69121 Heidelberg,Garmany

3,516,858円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

49

政府事業・制度等におけるイノベーション化の促進
に係る調査における研究運営支援業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年12月4日

公益財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川2-6-11富岡橋ビル4F

6,000,000円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第1項第1号（オ）

50

The Global Trade Analysis Consortium(GTAP:世界
貿易コンソーシアム）の年会費支払

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年12月12日

purdue University Center for Global Trade Analysis
Distinguished Professor and Executve Director Dr.Thomas
Hertel
403 West State Street
West lafayette,IN 47907-2056 United States

20,435 USD 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
(2,239,676円） 8条第1項第1号（カ）

51

労働者派遣契約（紹介予定派遣）（政策研究院事
務局担当業務）

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年12月18日

株式会社キャリアパワー
京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2

2,420円/時間

52

橋渡し事業における医薬品・医療機器シーズの研
究開発系図作成業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和元年12月26日

株式会社三菱ケミカルリサーチ
東京都新宿区左門町16番地1四谷ビル5階

3,452,251円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第1項第1号（オ）

53

科学技術イノベーション政策立案システム希望拡
張業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年1月9日

株式会社ジー・サーチ
東京都港区海岸3-9-15

8,899,000円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
※企画競争
8条第1項第1号（オ）

54

財務会計システムサーバ更新作業 一式

渡邉倫子
大学運営局長

7,344,920円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（イ）

（変更前） 令和元年11月13日
神田通信機器株式会社
↓
東京都千代田区神田富山町24
（変更後） 令和2年1月10日

125,000米ドル 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
（参考円貨額：1,361,500円） 8条第1項第1号（カ）
5,115,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

2,057円/時間

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（オ）

月額：84,700円 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
（参考年額：1,016,400円） 8条第1項第1号（カ）
2,772,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（ア）

月額：220,000円 会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
（参考年額：2,640,000円） 8条第1項第1号（カ）

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（オ）

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

契約の相手方

55

2020年度第１回海外インフラ人材養成プログラム
に係る研修業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年1月17日

一般社団法人国際建設技術協会
東京都文京区関口1-23-6

56

政策研究院大学 FAMS.3.0導入支援業務

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年1月20日

57

大学公式WEBサーバーシステムの移管作業 一式

渡邉倫子
大学運営局長

58

定期賃貸借契約

59

契約金額

随意契約の根拠となる条文

備考

11,011,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

株式会社日立建設設計
東京都千代田区内神田三丁目１１番７号

1,052,700円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

令和2年1月20日

TDKデザイン株式会社
東京都中央区日本橋２－１－１４

9,528,024円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（ア）

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年1月21日

オークウッド・ジャパン合同会社
東京都港区麻布十番2-4-3

1,188,000円

会計規則第30条第1項第4号、契約事務取扱規程第
8条第1項第3号（ウ）

政策情報公開にかかわるシステムの情報収集・発
信能力の向上のための開発

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年1月22日

株式会社ピコラボ
東京都港区赤坂４丁目１番３０号

8,553,600円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

60

セキュリティ強化対応支援（ADリプレイス・堅牢化）
一式

渡邉倫子
大学運営局長

（変更前）令和元年12月9日
↓
（変更後）令和2年1月27日

東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号

4,180,000円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
※変更契約
8条第1項第1号（ア）

61

政策研究大学院大学エレベーター１号機浸水復旧
工事

渡邉倫子
大学運営局長

令和2年3月3日

日本管財株式会社
東京都中央区日本橋２－１－１０

5,629,250円

会計規則第30条第1項第1号、契約事務取扱規程第
8条第1項第1号（カ）

（注）受託研究における再委託等、委託者との調整により再委託先を選定する契約及び経理の委任を受けて契約を行う科学研究費補助金等を除く。

