
住所 名称
適用条項

(人間文化研究機構
契約事務取扱規則)

理由

国立歴史民俗博物館　研究実験管理
棟（博物館エントランス）屋上防水改
修工事

国立歴史民俗博物館 令和4年5月13日 千葉県市原市新生５３２－１ レオ工業株式会社 随意契約 7,590,000円
第２６条第１項第
十四号

本件は、昨年度修繕した箇所以外の屋上
防水改修工事を行い、同区画内全域の屋
上防水の状態を改善するものであるが、
昨年度工事箇所と隣接するため、責任の
所在を明確にし、防水保証を得るためには
同一の者が施工することが必須であるた
め。

警備業務　一式 国立国語研究所 令和4年5月20日 東京都新宿区西新宿３－５－１２ 株式会社アジャスト 一般競争 13,189,000円 1年10カ月契約

国立民族学博物館インテリジェント
ホール（講堂）調光装置・調光操作機
器・吊物装置の整備　一式

国立民族学博物館 令和4年5月31日
大阪府大阪市東成区東小橋２－４
－３

株式会社フジコー 一般競争 73,480,000円

岡山大学附属図書館及び東洋大学
附属図書館所蔵マイクロフィルムから
の電子画像データ作成

国文学研究資料館 令和4年6月14日
東京都江戸川区中葛西４－１９－
１４

株式会社ニチマイ 一般競争 16,070,325円

予定コマ数：
692,388コマ
契約単価：23.21円
（税込）

特別展「Homō loquēns「しゃべるヒト」
～ことばの不思議を科学する～」展
示施工及び造作物等撤去　一式

国立民族学博物館 令和4年6月9日
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森
東向町６９－１

株式会社ゴードー 一般競争 13,959,000円

備考
（複数年契約にお
ける契約期間、単
価契約における単

価など）

契約情報一覧表

契約相手方
（契約方式が随意契約の場合）

随意契約によることとした理由
契約件名及び数量 契約機関名 契約年月日 契約方式

契約金額
（税込）



「フォーラム型人類文化アーカイブス」
におけるシステム開発等派遣業務
一式

国立民族学博物館 令和4年6月20日 大阪府大阪市北区豊崎５－４－９
株式会社インテックソ
リューションパワー

一般競争 6,138,357円

人間文化研究機構（城内）国立歴史
民俗博物館基幹・環境整備（給排水
設備改修）設計業務

機構本部 令和4年6月1日 富山県富山市下奥井１－２０－６ 株式会社アレックス 一般競争 10,780,000円

人間文化研究機構（城内）国立歴史
民俗博物館基幹・環境整備（給排水
設備改修）設計業務

機構本部 令和4年6月2日 富山県富山市下奥井１－２０－７ 株式会社アレックス 一般競争 10,780,001円



複合機賃貸借及び保守　一式 国立歴史民俗博物館 令和4年7月1日 東京都江東区豊洲２－２－１
富士フイルムビジネ
スイノベーションジャ
パン株式会社

一般競争 22,260,480円

5年契約

賃貸借料金
月額20,548円（税
込）

保守料金（単価契
約／1コピー・プリ
ントあたり）
モノクロ1.100円（税
込）
カラー6.930円（税
込）

国文学研究資料館、正宗文庫及び富
山市立図書館所蔵和古書の電子画
像データ作成

国文学研究資料館 令和4年7月21日 東京都中央区勝どき２－１８－１
株式会社インフォ
マージュ

一般競争 5,746,934円

予定コマ数
国文学研究資料館
和古書：15,029コマ
国文学研究資料館
和古書（大型資
料）：43コマ
正宗文庫和古書：
1,570コマ
富山市立図書館和
古書：91コマ
契約単価
国文学研究資料館
和古書：199.1円
（税込）
国文学研究資料館
和古書（大型資
料）：4,665.1円（税
込）
正宗文庫和古書：
1,441円（税込）
富山市立図書館和
古書：3,205.4円（税
込）

国立民族学博物館給与事務等業務
委託 一式

国立民族学博物館 令和4年7月28日 大阪府大阪市北区大深町３－１
ＮＴＴビジネスソリュー
ションズ株式会社

一般競争 13,194,720円

〈単価契約〉
1,540円（税込）／1
名あたり
記載金額は、３年
間の予定金額



令和４年度国立歴史民俗博物館国際
企画展示「加耶―古代東アジアを生
きた、ある王国の歴史―」借用資料
運搬等業務

国立歴史民俗博物館 令和4年8月29日 東京都中央区銀座２－１６－１０ ヤマト運輸株式会社 随意契約 6,696,154円 第２６条第１項第十四号

当該企画展示は、本館と大韓民国国立中
央博物館（以下「中博」という）、九州国立
博物館（以下「九博」という）との共同開催
であり、中博から借用する資料は、本館に
て展示後、本館から九博へ運搬し、九博で
も展示される予定である。本業務は、本館
における借用資料の展示補助や撤収・梱
包作業及び本館から九博への運搬・開梱
作業である。
中博が担当する中博での集荷・梱包作業
及び中博から本館への運搬と開梱作業の
うち、成田空港から本館への運搬と開梱
作業はヤマト運輸株式会社が請け負うこと
から、今回借用する資料の取扱いや梱包・
開梱方法について専門的な知識と技術を
有する国内の事業者が同社のみであるた
め。

国際日本文化研究センター昇降機改
修工事

国際日本文化研究センター 令和4年8月25日
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋
１－１－４３

東芝エレベータ株式
会社関西支社

随意契約 110,275,000円 第２６条第１項第十四号

既存の設備を活用しながら機器を改造・交
換することから、当該機器の内部構造を熟
知していることが不可欠であり、構造、取り
付け位置等の規格が異なる他の製造者で
は互換性がないため施工ができないた
め。

第４・第７収蔵庫改修に伴う単柱式大
型資料収納保管棚等什器調達　一式

国立民族学博物館 令和4年8月1日 大阪府大阪市旭区生江１－２－６ フルタ金庫株式会社 一般競争 110,000,000円

人間文化研究機構（万博記念公園）
国立民族学博物館特別展示館昇降
機設備（７号機）改修工事

国立民族学博物館 令和4年8月5日
大阪府大阪市北区天満橋１－８－
３０

三菱電機ビルソ
リューションズ株式会
社

一般競争 26,950,000円

人間文化研究機構（桂坂）国際日本
文化研究センター基幹・環境整備（受
変電設備改修）工事

機構本部 令和4年9月9日 京都府八幡市川口東頭２８
株式会社尾形電気
工事

一般競争 53,350,000円

国立歴史民俗博物館で使用する電気 国立歴史民俗博物館 令和4年9月26日
千葉県柏市若柴１７８－４　柏の葉
キャンパスKOIL

ゼロワットパワー株
式会社

随意契約 88,065,784円 第２６条第２項

令和４年５月２６日に入札公告を行ったが
入札者がなく、入札説明書を交付した事業
者のうち随意契約の交渉に唯一応じたた
め。

単価契約

・常時電力
1,461.46円/kW
・予備電力
80.30円/kW
・ピーク時間
15.91円/kWh
・昼間（夏季）時間
15.36円/kWh
・昼間（その他季）
時間
14.32円/kWh
・夜間時間
11.20円/kWh



人間文化研究機構（上賀茂）総合地
球環境学研究所地球研本館等入退
室管理システム更新工事

総合地球環境学研究所 令和4年9月21日 東京都渋谷区神宮前１－５－１ セコム株式会社 一般競争 18,020,200円

監査業務　一式 機構本部 令和4年10月14日 東京都新宿区津久戸町１－２
有限責任あずさ監査
法人

随意契約 10,989,000円 第２６条第１項第十四号

国立大学法人法第３５条において準用す
る独立行政法人通則法第４０条の規定に
基づき、文部科学大臣により有限責任あ
ずさ監査法人が本機構の会計監査人とし
て選任されており、競争を許さないため。

表面電離型質量分析システム　一式 国立歴史民俗博物館 令和4年10月7日 東京都千代田区鍛治町１－８－６ 株式会社池田理化 一般競争 99,550,000円

国立歴史民俗博物館広報活動推進
業務

国立歴史民俗博物館 令和4年10月21日
東京都渋谷区桜丘町９－８KN渋
谷３ビル４階

株式会社ユース・プ
ラニングセンター

随意契約 13,000,000円 第２６条第１項第十四号

公募により複数の者（受託希望者）からそ
の目的に合致した企画を提案してもらい、
その中から企画・提案能力のある者を選
ぶ方式で業者を選定する、企画競争入札
を行い業者を決定したため。

2年2ヶ月契約
月額500,000円（税
込）

西日本地区５大学所蔵資料の電子画
像データ作成（現地撮影）

国文学研究資料館 令和4年10月3日 大阪府大阪市北区万歳町３－１７ 株式会社堀内カラー 一般競争 13,201,540円

予定コマ数：
104,360コマ
契約単価：126.5円
（税込）

人間文化研究機構（立川）国文学研
究資料館総合研究棟空調取設工事

国文学研究資料館 令和4年10月14日
神奈川県川崎市幸区南加瀬３－１
４－３

株式会社鈴工設備 一般競争 14,542,000円

西日本地区３大学所蔵資料の電子画
像データ作成（持ち帰り撮影）

国文学研究資料館 令和4年10月17日 大阪府大阪市北区万歳町３－１７ 株式会社堀内カラー 一般競争 5,524,711円

予定コマ数：47,833
コマ
契約単価：115.5円
（税込）

(株)日立ハイテクサイエンス製　蛍光
X線分析装置　EA1400　一式

国立歴史民俗博物館 令和4年11月11日
千葉県千葉市若葉区原町９２９－
８

株式会社テクノサイ
エンス

一般競争 8,250,000円

３大学所蔵及び館蔵マイクロフィルム
からの電子画像データ作成

国文学研究資料館 令和4年11月1日 東京都中央区勝どき２－１８－１
株式会社インフォ
マージュ

一般競争 26,478,593円

予定コマ数：
1,179,973コマ
契約単価：22.44円
（税込）



東日本地区３大学所蔵資料の電子画
像データ作成

国文学研究資料館 令和4年11月1日 大阪府大阪市北区万歳町３－１７ 株式会社堀内カラー 一般競争 8,256,996円

予定コマ数：51,768
コマ
契約単価：159.5円
（税込）

国際日本文化研究センター情報ネッ
トワークケーブル更新工事

国際日本文化研究センター 令和4年11月25日
京都府京都市中京区御池通西洞
院東入ル橋之町７４１－３

日新ネットワークス株
式会社京都支店

一般競争 49,500,000円

基幹ネットワークシステム　一式 総合地球環境学研究所 令和4年11月4日
京都府京都市下京区四条通麩屋
町西入立売東町１

富士通Japan株式会
社　京都支社

一般競争 87,120,000円
5年契約
月額　1,452,000円
（税込）

国立歴史民俗博物館web サイトリ
ニューアル業務

国立歴史民俗博物館 令和4年12月23日
東京都港区六本木７－７－７　Tri-
Seven Ropponngi ７階

株式会社ラナデザイ
ンアソシエイツ

随意契約 24,947,065円 第２６条第１項第十四号

公募により複数の者（受託希望者）からそ
の目的に合致した企画を提案してもらい、
その中から企画・提案能力のある者を選
ぶ方式で業者を選定する、企画競争入札
を行い業者を決定したため。

特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」
展示施工及び造作物等撤去　一式

国立民族学博物館 令和4年12月15日
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森
東向町５９９

株式会社ゴードー 一般競争 12,100,000円

人間文化研究機構（城内）国立歴史
民俗博物館基幹・環境整備（給排水
設備改修）工事

機構本部 令和4年12月27日 千葉県佐倉市鏑木町４８３
東豊土木工業株式
会社

随意契約 306,900,000円 第２６条第１項第十五号二

令和４年１２月９日に１回目の入札を執行
したが、入札者の予定価格超過により不
調となった。これから再入札公告を行った
場合、さらに手続き等に約１．５ヵ月を要
し、十分な施工期間を確保することができ
ず、再度入札不調となる可能性が高くな
り、事業の契約機会を喪失することが予想
されるため。

国立歴史民俗博物館企画展示「いに
しえが、好きっ！―近世好古図録の
文化誌―」会場取設

国立歴史民俗博物館 令和5年1月12日
東京都渋谷区円山町５－５渋谷橋
本ビル４階

株式会社丹青ディス
プレイ

一般競争 12,100,000円

国立歴史民俗博物館企画展示「いに
しえが、好きっ！―近世好古図録の
文化誌―」資料運搬・展示補助業務

国立歴史民俗博物館 令和5年1月16日 東京都中央区銀座２－１６－１０ ヤマト運輸株式会社 一般競争 6,278,800円

国立国語研究所情報システム・ネット
ワーク保守運用業務

国立国語研究所 令和5年1月23日 東京都中央区八丁堀２－２３－１
デジタルテクノロジー
株式会社

一般競争 12,381,600円

国立国語研究所仮想基盤リプレイス 国立国語研究所 令和5年2月10日 東京都中央区八丁堀２－２３－１
デジタルテクノロジー
株式会社

一般競争 34,100,000円

国際日本文化研究センター警備業務 国際日本文化研究センター 令和5年2月17日
京都府京都市伏見区竹田久保町
９－１

三洋警備保障株式
会社

一般競争 109,741,770円



日文研ハウス（単身棟・世帯棟）管理
業務

国際日本文化研究センター 令和5年2月24日
福島県福島市五月町３－２０（協
和第一ビル内）

キョウワプロテック株
式会社

一般競争 4,752,000円

Web of Scienceの使用許諾　一式 総合地球環境学研究所 令和5年2月14日
京都府京都市中京区御池通り間
之町東入高宮町２０６

株式会社紀伊國屋
書店

一般競争 13,533,975円

研究・教育・博物館事業におけるシス
テム開発等派遣業務　一式

国立民族学博物館 令和5年2月21日 東京都渋谷区代々木３－２５－３
株式会社インテックソ
リューションパワー

一般競争 92,245,628円
契約期間：令和５
年度～令和７年度

国立民族学博物館建物その他清掃
請負　一式

国立民族学博物館 令和5年2月28日
大阪府堺市東区日置荘田中町３５
２－２

株式会社ハヤシハウ
ジング

一般競争 9,537,000円

国立歴史民俗博物館国際交流棟宿
泊施設管理業務

国立歴史民俗博物館 令和5年3月1日 東京都豊島区東池袋３－２０－３
株式会社日本環境ビ
ルテック

一般競争 6,463,083円

3年契約
単価契約
1時間あたり1,529
円（税込）

国立歴史民俗博物館総合展示第５
室・第６室リニューアル展示設計修正
業務

国立歴史民俗博物館 令和5年3月16日 大阪府大阪市北区万歳町３－７ 株式会社日展 随意契約 11,196,900円 第２６条第１項第十四号

本件は、令和２年１０月から令和５年３月
にわたり実施した総合展示第５室・第６室
リニューアル展示設計業務の成果物をもと
に設計修正するものであるから、当該業務
を行い展示設計の内容を熟知している株
式会社日展のみが本業務を請け負うこと
ができる唯一の業者であるため。

国立歴史民俗博物館労働者派遣業
務

国立歴史民俗博物館 令和5年3月17日 東京都渋谷区代々木２－１－１
パーソルテンプスタッ
フ株式会社

一般競争 5,375,370円

単価契約／1人1時
間あたり（税込）

・労働単価
2,145円
・時間外労働単価
2,681.8円

国立歴史民俗博物館正倉院文書の
コロタイプによる複製品製作業務

国立歴史民俗博物館 令和5年3月27日
京都府京都市中京区新町通竹屋
町下ル弁財天町３０２

株式会社便利堂 一般競争 6,179,835円



清掃・環境衛生業務　一式 国立国語研究所 令和5年3月20日
埼玉県さいたま市中央区新都心１
１－２

株式会社クリーン工
房

一般競争 6,413,000円
契約期間：令和５
年度～令和６年度

ファイアウォール保守　一式 総合地球環境学研究所 令和5年3月6日
京都府京都市下京区四条通麩屋
町西入立売東町1

富士通Japan株式会
社 京都支社

随意契約 6,633,484円 第２６条第１項第十四号

ファイアウォールは富士通Japan株式会社
が導入して環境構築を行っており、保守に
関してはリスクマネジメントの観点から、本
研究所の情報セキュリティに係る情報に触
れる者を限定する必要があるため

InCitesデータベース　一式 総合地球環境学研究所 令和5年3月16日
京都府京都市中京区御池通り間
之町東入高宮町２０６

株式会社紀伊國屋
書店

一般競争 5,236,101円

総合地球環境学研究所警備業務 総合地球環境学研究所 令和5年3月24日
東京都千代田区神田鍛冶町３－３
－９

ロジスティック・プラン
ニング・スタッフサー
ビス株式会社

一般競争 10,035,300円

総合地球環境学研究所清掃業務 総合地球環境学研究所 令和5年3月27日
福島県五月町３－２０（協和第一ビ
ル内）

キョウワプロテック株
式会社

一般競争 5,332,800円
契約期間：令和５
年４月１日～令和７
年３月３１日

国立民族学博物館文献図書資料整
理作業および民族学研究アーカイブ
ズ整理作業　一式

国立民族学博物館 令和5年3月7日 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１
社会福祉法人埼玉
福祉会

一般競争 7,516,575円

国立民族学博物館展示場情報提供
機器運転管理業務　一式

国立民族学博物館 令和5年3月9日 兵庫県西宮市安井町２－１４ 一般社団法人ANCC 一般競争 13,041,600円



国立民族学博物館映像音響機器操
作等技術者の派遣　一式

国立民族学博物館 令和5年3月13日
大阪府豊能郡豊能町ときわ台１－
１１－１５

株式会社エスパ 一般競争 33,599,340円

国立民族学博物館常設展示場にお
ける展示標本資料等の点検・清掃作
業、LED照明照度測定及び展示具等
の吊元点検作業　一式

国立民族学博物館 令和5年3月20日 東京都千代田区紀尾井町３－２３
株式会社トータルメ
ディア開発研究所

一般競争 12,760,000円

国立民族学博物館展示案内学習支
援業務　一式

国立民族学博物館 令和5年3月27日
大阪府吹田市千里万博公園１０－
１

公益財団法人千里
文化財団

随意契約 69,879,252円 第２６条第１項第十四号

①本業務は、大規模かつ多様な展示に関
する案内や情報提供を行うことから、請負
者及び業務を担当する要員については、
文化人類学・民族学の資料・情報に関す
る案内・情報提供に一定水準以上の能力
を有する者であること。
②情報提供用の情報の整備は、本館が刊
行した展示関連出版物、研究出版物の
他、本館が作成したデータベース、映像の
コンテンツ等、多様な情報を理解し、案内
用に処理して蓄積していくことが必要であ
り、請負者及び業務を担当する要員は、独
自の判断でこの業務を遂行していく能力を
有する者であること。また、蓄積された情
報を活用するノウハウを有していること。
③本業務は、観覧者への対応が主たる業
務であることから、緊急時の対応などを含
めて現場で即断するべき事柄も多く、例外
的なものを除き自立的な運営が可能な体
制を有する組織として信頼に足る者である
こと。
本業務を実施する上で必要とする、上記３
要件を満たす契約相手方は公益財団法人
千里文化財団のみであり、競争を許さない
ことから人間文化研究機構契約事務取扱
規則第26条第1項十四号に該当するた
め。

国立民族学博物館『月刊みんぱく』誌
面リニューアル及び編集制作業務
一式

国立民族学博物館 令和5年3月27日
大阪府吹田市千里万博公園１０－
１

公益財団法人千里
文化財団

公募企画競争 33,453,384円
令和５年４月１日か
ら令和８年３月３１
日まで



国立民族学博物館研究資料整理・情
報化及び利用管理業務　一式

国立民族学博物館 令和5年3月29日
大阪府吹田市千里万博公園１０－
１

公益財団法人千里
文化財団

随意契約 56,809,747円 第２６条第１項第十四号

①文化人類学・民族学の資料・情報を扱う
業務であり、当該分野の研究情報の内容
を理解し、展開していくことが可能な知識と
経験を有している者であること。
②文化人類学・民族学に関する標本資料
に関連して、整理、情報化、保存、展示な
どの多様な専門性を必要とする業務を研
究者と緊密に連携して実施していくことが
できる者であること。
③国内では他に類例のない異種類の媒体
から構成される映像音響資料を管理・保存
するとともに、データベース用データ、ビデ
オテーク用コンテンツ、みんぱく電子ガイド
用コンテンツ、展示映像などへの多様な展
開を図るための情報関連業務を実施して
いくことができる者であること。
④体系が確立していく過程にある研究資
料の整理、情報化、保存、展示などの分野
において、新しいシステムを開発し、実践
に移していく過程で柔軟な対応が可能で
あるとともに、開発したシステムを運用に
移していくことが可能な専門性と経験を有
している者であること。
本業務を実施する上で必要とする、上記４
要件を満たす契約相手方は公益財団法人
千里文化財団のみであり、競争を許さない
ことから人間文化研究機構契約事務取扱
規則第26条第1項十四号に該当するた
め。

国立民族学博物館昇降機設備保全
業務

国立民族学博物館 令和5年3月30日
大阪府大阪市北区天満橋１－８－
３０

三菱電機ビルソ
リューションズ株式会
社

随意契約 7,576,800円 第２６条第１項第十四号

本業務は、博物館本館等に設置されてい
る既存昇降機設備の定期点検及び保守を
行うものである。
　当該昇降機設備は、部品やシステム制
御など設備全体が製造メーカーである三
菱電機ビルソリューションズ株式会社の独
自の技術によるもので、他社との互換性
は無く、設計から保守、修理までメーカー
の一貫した技術を必要とし、三菱電機ビル
ソリューションズ株式会社の他に本工事を
履行できる業者がおらず競争を許さないた
め。



令和５年度国立大学法人総合損害保
険　一式

機構本部 令和5年3月6日 東京都千代田区一ツ橋２－１－２
一般社団法人国立
大学協会

随意契約 7,651,630円 第２６条第１項第十四号

機構のリスクに対応する各種保険（財産保
険、総合賠償責任保険、労働災害総合保
険等）が一つになった総合保険商品は他
になく、これを取り扱うことができるのは、
当該商品を企画・開発した一般社団法人
国立大学協会のみであって、競争を許さな
いため。

リサイクルPPC用紙の購入 機構本部 令和5年3月24日 東京都渋谷区広尾５－３－１５
株式会社奥本いろは
堂

一般競争 5,082,833円

自然科学研究機
構、情報・システム
研究機構との共同
調達。

単価契約
・A3　2,624円/箱
（1,500枚）
・A4　2,189円/箱
（2,500枚）
・B4　3,278円/箱
（2,500枚）
・B5　1,644円/箱
（2,500枚）

情報基盤システム保守・運用管理
一式

機構本部 令和5年3月28日 沖縄県那覇市西２－１６－３
アクシオヘリックス株
式会社

一般競争 6,050,000円

人間文化研究機構（城内）国立歴史
民俗博物館基幹・環境整備（排水設
備改修）設計業務

機構本部 令和5年3月28日
東京都中央区日本橋本町２－８－
１２

株式会社データ設計 一般競争 8,690,000円


