
平成２５年度移行法人　契約

移行
日

事後チェック対象事業名 類型 平成２６年度事業名
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

契約方式
随意契約の場合、随意契約によること
とした会計法令の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
応札・応
募者数

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考

財 全国中小企業取引振興協会 H25.4.1
下請かけこみ寺（相談・ADR業務）
事業
（経営安定等対策委託費）

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度　下請かけこみ寺（相談・
ADR業務）事業

支出負担行為担当官　中小企業
庁長官官房参事官　三又　裕生
東京都千代田区霞が関１－３－１

平成26年4月1日

公益財団法人全国中小企業取引
振興協会
東京都中央区新川２－１－９　石
川ビル２階

随意契約（企画競
争）

本事業の実施にあたっては、高度な技術、知
識、又は設備等が必要となるため、契約の性
質及び目的が価格のみによる競争を許さない
上、事業の特性により、契約の仕様が事前に
確定できないことから、企画競争を実施したう
えで、会計法第２９条の３第４項の随意契約を
行うこととする。

244,999,995 244,999,995 100 1

企画競争における提案書の公募期間や企画書の審査における審査
期間を十分に設け、審査や評価に関して公平性・公正性を確保する。
また、更なる公平性の確保をするという観点から、事前の説明会の際
に複数社に声をかけ、潜在的な応札者に対して応札してもらえるよう
説明するなど、応募可能な団体等に対し、広く応募呼びかけを行う。

社 全国火薬類保安協会 H25.4.1
火薬類爆発影響低減化技術検討
事業

③継続支出＋一者応
札

火薬類爆発影響低減化技術基準検討
事業

支出負担行為担当官　経済産業
省大臣官房会計課長　松尾　剛彦
東京都千代田区霞が関１丁目３番
１号

平成26年5月20日

公益社団法人全国火薬類保安協
会
東京都中央区八丁堀４丁目１３番
５号

随意契約

受託者選定に当たっては、一般競争入札に付
することの可能性について、公募（入札可能性
調査）による調査を実施したところ、実施可能
事業者が１者しかなく、本事業の受託者選定
に当たって競争の余地がないことが確認され
たため、本事業に必要な爆発現象に関する測
定・解析技術等を有する公益社団法人全国火
薬類保安協会と会計法第２９条の３第４項の
随意契約を行うこととした。

55,309,100 55,309,100 100% 1
仕様書をより具体的かつ詳細な記載とし、参入希望者が業務内容、業
務量を十分理解できるよう努める。

社 アルコール協会 H25.4.1
平成23年度アルコール使用製品等
分析業務請負

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度アルコール使用製品等分
析業務役務請負

支出負担行為担当官　経済産業
省大臣官房会計課長　松尾　剛彦
東京都千代田区霞が関１－３－１

平成26年4月1日
一般社団法人アルコール協会
中央区銀座１－１８－６　井門銀
座一丁目ビル２Ｆ

一般競争（最低価
格方式）

－ 非公表 9,784,800 非公表 2

平成２６年度は２者応札となり状況改善。
最低落札方式であるため、過去の実績は入札結果には影響ぜず、よ
り安価な価格提示者が落札し、結果として、継続支出となった点はや
むを得ない状況。

財
宇宙システム開発利用推進機
構

H25.4.1

産業技術研究開発委託費
平成２２年度産業技術研究開発（次
世代地球観測衛星利用基盤技術
の研究開発（ハイパースペクトルセ
ンサ・データの校正・データ処理等
に係る））

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度産業技術研究開発（次世
代地球観測衛星利用基盤技術の研究
開発（ハイパースペクトルセンサの校
正・データ処理等に係る研究開発））

東京都千代田区霞が関１－３－１
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長
松尾　剛彦

平成26年4月1日

東京都港区芝公園三丁目５番８
号
一般財団法人宇宙システム開発
利用推進機構
理事長　蒲地　安則

随意契約

本事業は、複数年度に亘る事業の継続を通じ
て単一の成果を求める必要があり、毎年度の
成果を通じて翌年度以降の成果の要件定義
を見直すことが不可欠なため、平成２２年度か
ら５年間継続した事業の実施が必要となる。以
上のことから、本年度においても、会計法第２
９条の３第４項の随意契約を行うこととする。

198,919,000 198,919,000 100 1

　本事業は、複数年度（約５年間）に亘る事業の継続を通じて単一の
成果を求める必要があり、毎年度の成果を通じて翌年度以降の成果
の要件定義を見直すことが不可欠なため、同一事業者による継続した
事業の実施が必要である。
　事業は前年度事業の終了後、外部有識者で構成される第三者委員
会にて、事業継続の必要性、同一事業者による事業継続の妥当性、
継続事業としての実施計画の妥当性、事業費の妥当性について審査
し、評価・承認の上で実施しており、平成27年度以降も同様の対応を
取りながら、効率的な執行に努める。

２者連名契
約
産総研：
150,170,000
円、機構：
48,749,000
円

財
宇宙システム開発利用推進機
構

H25.4.1

産業技術研究開発委託費
平成２２年度産業技術研究開発（次
世代地球観測衛星利用基盤技術
の研究開発（ハイパースペクトルセ
ンサ・データの高度利用に係る））

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度産業技術研究開発（次世
代地球観測衛星利用基盤技術の研究
開発（ﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙｾﾝｻ・ﾃﾞｰﾀの高度
利用に係る研究開発））

東京都千代田区霞が関１－３－１
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長
松尾　剛彦

平成26年4月1日

東京都港区芝公園三丁目５番８
号
一般財団法人宇宙システム開発
利用推進機構
理事長　蒲地　安則

随意契約

本事業は、複数年度に亘る事業の継続を通じ
て単一の成果を求める必要があり、毎年度の
成果を通じて翌年度以降の成果の要件定義
を見直すことが不可欠なため、平成１８年度か
ら９年間継続した事業の実施が必要となる。以
上のことから、本年度においても、会計法第２
９条の３第４項の随意契約を行うこととする。

127,111,000 127,111,000 100 1

　本事業は、複数年度（約９年間）に亘る事業の継続を通じて単一の
成果を求める必要があり、毎年度の成果を通じて翌年度以降の成果
の要件定義を見直すことが不可欠なため、同一事業者による継続した
事業の実施が必要である。
　事業は前年度事業の終了後、外部有識者で構成される第三者委員
会にて、事業継続の必要性、同一事業者による事業継続の妥当性、
継続事業としての実施計画の妥当性、事業費の妥当性について審査
し、評価・承認の上で行っており、平成27年度以降も同様の対応を取
りながら、効率的な執行に努める。

財
宇宙システム開発利用推進機
構

H25.4.1

石油資源開発技術等研究調査等
委託費
平成22年度石油資源遠隔探知技
術開発（資源探査用観測システム、
次世代合成開口レーダ等の研究開
発）

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度石油資源遠隔探知技術研
究開発（資源探査用観測システム、次
世代合成開口レーダ等の研究開発）

東京都千代田区霞が関１－３－１
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長
松尾　剛彦

平成26年4月1日

東京都港区芝公園三丁目５番８
号
一般財団法人宇宙システム開発
利用推進機構
理事長　蒲地　安則

随意契約

本事業は、複数年度に亘る事業の継続を通じ
て単一の成果を求める必要があり、毎年度の
成果を通じて翌年度以降の成果の要件定義
を見直すことが不可欠なため、平成１８年度か
ら１２年間継続した事業の実施が必要となる。
以上のことから、本年度においても、会計法第
２９条の３第４項の随意契約を行うこととする。

69,942,999 69,942,999 100 1

　本事業は、複数年度（約１２年間）に亘る事業の継続を通じて単一の
成果を求める必要があり、毎年度の成果を通じて翌年度以降の成果
の要件定義を見直すことが不可欠なため、同一事業者による継続した
事業の実施が必要である。
　事業は前年度事業の終了後、外部有識者で構成される第三者委員
会にて、事業継続の必要性、同一事業者による事業継続の妥当性、
継続事業としての実施計画の妥当性、事業費の妥当性について審査
し、評価・承認の上で行っており、平成27年度以降も同様の対応を取
りながら、効率的な執行に努める。

財
宇宙システム開発利用推進機
構

H25.4.1

石油資源開発技術等研究調査等
委託費
平成22年度石油資源遠隔探知技
術開発（石油資源遠隔探知技術の
研究開発）

③継続支出＋一者応
札

平成２６年度石油資源遠隔探知技術研
究開発（石油資源遠隔探知技術の研究
開発）

東京都千代田区霞が関１－３－１
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長
松尾　剛彦

平成26年4月1日

東京都港区芝公園三丁目５番８
号
一般財団法人宇宙システム開発
利用推進機構
理事長　蒲地　安則

随意契約

本事業は、複数年度に亘る事業の継続を通じ
て単一の成果を求める必要があり、毎年度の
成果を通じて翌年度以降の成果の要件定義
を見直すことが不可欠なため、平成２２年度か
ら５年間継続した事業の実施が必要となる。以
上のことから、本年度においても、会計法第２
９条の３第４項の随意契約を行うこととする。

638,289,000 638,289,000 100 1

　本事業は、複数年度（約５年間）に亘る事業の継続を通じて単一の
成果を求める必要があり、毎年度の成果を通じて翌年度以降の成果
の要件定義を見直すことが不可欠なため、同一事業者による継続した
事業の実施が必要である。
　事業は前年度事業の終了後、外部有識者で構成される第三者委員
会にて、事業継続の必要性、同一事業者による事業継続の妥当性、
継続事業としての実施計画の妥当性、事業費の妥当性について審査
を行い、評価・承認の上で行っており、平成27年度以降も同様の対応
を取りながら、効率的な執行に努める。

２者連名契
約
産総研：
96,866,000
円、機構：
541,423,000
円

社 日本デザイン保護協会 H25.4.1
登録意匠と公知資料及び外国意匠
公報資料のグルーピング事業　約
26,000件

③継続支出＋一者応
札

登録意匠と公知資料及び外国意匠公
報資料のグルーピング事業

支出負担行為担当官　特許庁総
務部会計課長　野口　正
千代田区霞が関３－４－３

平成25年4月1日
一般社団法人日本デザイン保護
協会
東京都港区虎ノ門二丁目4番1号

一般競争入札（総
合評価落札方式）

－ 非公表 212,940,000 非公表 1

平成25年度の調達において、市場化テスト導入により、民間競争入札
実施要項の作成、官民競争入札等監理委員会の審議、パブコメ募集
の後に入札を行った。また、本市場化テスト導入の過程により、本契
約は、平成25年度から平成27年度までの国庫債務負担行為となって
いる。なお、結果的に一者応札であったが、契約単価は減少してい
る。

移行前法人名



平成２５年度移行法人　補助金

移行
日

事後チェック対象事業名 類型 平成２６年度事業名 補助金交付先名 交付決定額 支出元会計区分

補助金交付決定
等に係る支出負
担行為ないし意
思決定の日

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考

社 潤滑油協会 H25.4.1
平成23年度石油環境対策基盤等整備事業費
補助金（潤滑油製造業近代化事業に係るもの）

①継続支出
平成26年度石油環境対策基盤等整備事業費補助
金（潤滑油製造業近代化事業に係るもの）

一般社団法人潤滑油協会 100,000,000
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
「公募要領」の見直しをして、応募者が事業内容と事業量が十分理解でき
るように、より具体的かつ詳細な記述に改善して、周知を行う。

社 潤滑油協会 H25.4.1
平成23年度石油環境対策基盤等整備事業費
補助金（潤滑油環境対策事業に係るもの）

①継続支出
平成26年度石油環境対策基盤等整備事業費補助
金（潤滑油環境対策事業に係るもの）

一般社団法人潤滑油協会 90,000,000
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
「公募要領」の見直しをして、応募者が事業内容と事業量が十分理解でき
るように、より具体的かつ詳細な記述に改善して、周知を行う。

社 全国信用保証協会連合会 H25.4.1 経営安定関連保証等対策費補助金 ①継続支出 経営安定関連保証等対策費補助事業
一般社団法人全国信用保証協
会連合会

4,900,000,000 一般会計 平成26年6月11日

全国信用保証協会連合会は、全国の信用保証協会の全国組織であり、
かつ、信用保証協会第３７条で規定する保証業務支援機関に指定され、
信用保証業務に精通していることから、当該補助事業を適切に実施する
ことが可能である。そのため、本予算の当該連合会への継続支出は適当
である。

財 中東協力センター H25.4.1 産油国等連携強化促進事業費補助金 ①継続支出
平成２６年度産油国等連携強化促進事業費補助金
（産油・産ガス国開発支援等事業のうち中東等産
油・産ガス国投資等促進事業に係るものに限る。）

一般財団法人中東協力セン
ター

668,940,352
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
公告期間（公募期間）を平成２６年度の２０日から平成２７年度は３０日に
延長するよう努力し、一層の周知に努める。

財 中東協力センター H25.4.1 産油国石油精製技術等対策事業費補助金 ①継続支出
平成２６年度産油国石油精製技術等対策事業費補
助金（産油・産ガス国開発支援等事業のうち産油・
産ガス国産業協力等事業に係るもの）

一般財団法人中東協力セン
ター

158,547,026
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
公募要領において専門的な用語等が使用されていないか見直しを行うと
ともに、充分な公募期間の確保を通じて、引き続き事業の適切な実施に務
める。

社 全国石油協会 H25.4.1
石油製品販売業環境保全対策事業費等補助
金（地域エネルギー供給拠点整備事業に係る
もの）

①継続支出
平成２６年度石油製品販売業環境保全対策事業費
補助金（地域エネルギー供給拠点整備事業に係る
もの）（単年度分）

一般社団法人全国石油協会 2,226,515,000
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
公募期間を平成２６年度の２１日から平成２７年度は２５日程度に延長す
るよう努力し、一層の周知に努める。

社 全国石油協会 H25.4.1 石油製品品質確保事業費補助金 ①継続支出 石油製品品質確保事業費補助金 一般社団法人全国石油協会 1,499,784,244
エネルギー対策特別
会計

平成26年4月1日
公募期間を平成２６年度の２１日から平成２７年度は２５日程度に延長す
るよう努力し、一層の周知に努める。

社 全国石油協会 H25.4.1
石油製品販売業環境保全対策事業費等補助
金（地域エネルギー供給拠点整備事業に係る
もの）〔国庫債務負担行為分〕

①継続支出
石油製品販売業環境保全対策事業費補助金（地
域エネルギー供給拠点整備事業に係るもの）（国庫
債務負担行為分）

一般社団法人全国石油協会 2,265,292,000
エネルギー対策特別
会計

平成26年10月3日
公募期間を平成２６年度の２４日から平成２７年度は３０日程度に延長す
るよう努力し、一層の周知に努める。

社 全国石油協会 H25.4.1 石油製品販売業災害特別保証事業費補助金 ①継続支出 災害特別保証事業 一般社団法人全国石油協会 5,079,539,000
エネルギー対策特別
会計

平成23年6月6日
本事業は基金造成を行った上で、信用保証の支援を行う基金事業であり
保証期間は複数年に及ぶため、「補助金等の交付により造成した基金等
に関する基準」を踏まえ適切に事業を実施する。

社 全国石油協会 H25.4.1
石油製品販売業構造改善対策事業費補助金
(環境・安全等対策費(石油製品販売業経営効
率化促進事業に係るもの))

①継続支出
構造改善促進リース助成事業（石油製品販売業経
営効率化促進事業に係るもの）

一般社団法人全国石油協会 1,200,000,000
エネルギー対策特別
会計

平成24年2月3日
本事業は基金造成を行った上で、リースに対する支援を行う基金事業で
ありリース期間は複数年に及ぶため、「補助金等の交付により造成した基
金等に関する基準」を踏まえ適切に事業を実施する。

社 全国石油協会 H25.4.1
石油製品販売業構造改善対策事業費補助金
(環境・安全等対策費(灯油配送合理化促進事
業に係るもの))

①継続支出
石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(環
境・安全等対策費(灯油配送合理化促進事業に係
るもの))

一般社団法人全国石油協会 3,135,188,000 一般会計 平成25年3月19日 平成２７年度は当該事業を廃止。

社 全国石油協会 H25.4.1
被災地域石油製品販売業再建等支援事業費
補助金

①継続支出 被災地域石油製品販売業再建等支援事業 一般社団法人　全国石油協会 2,349,999,000 一般会計 平成23年12月9日

本事業は基金造成を行った上で、東日本大震災により被災したＳＳの再
建等を支援す基金事業であり、地方自治体の復興計画実施の進捗と整
合を取る必要があることから事業期間が複数年に及ぶため、「補助金等
の交付により造成した基金等に関する基準」を踏まえ適切に事業を実施
する。

財 海外産業人材育成協会 H25.4.1
政府開発援助国際連合工業開発機関等拠出
金（日・アセアン経済産業協力拠出金）

①継続支出 日・アセアン経済産業協力拠出金
一般財団法人海外産業人材協
会

73,174,000 一般会計 平成26年7月3日

本予算は、日・アセアン経済産業協力委員会（AMEICC）への拠出金。
AMEICCは会議体であり、法人格を有していないため、契約や会計手続き
等の事務業務は1998年11月のAMEICC本会合の合意にもとづき、アセア
ン事務局と共同でHIDAが代行することとなっているため、本予算のHIDA
への継続支出は適当である。（なお、ASEANの経済大臣によって定められ
たAMEICCの規定に、AMEICCとJODC（HIDAの前身）が相互協力関係に
あると規定されている。）

財 全国中小企業取引振興協会 H25.4.1 下請事業者支援対策費補助金 ①継続支出 平成２６年度下請事業者支援対策費補助金
公益財団法人全国中小企業取
引振興協会

49,337,000 一般会計 平成26年4月1日

公募期間や提案内容の審査期間を十分に設け、審査や評価に関して公
平性・公正性を確保する。また、更なる公平性の確保及び客観的な審査を
するという観点から、３名の外部審査委員で審査を行うと共に、事前の説
明会の際に複数社に声をかけ、潜在的な応札者に対して応札してもらえ
るように説明するなど、応募可能な団体等に対し、広く応募呼びかけを行
う。

移行前法人名
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