
（単位：円）

契約の相手方法人名称 (目)名称
支出元

会計区分
物品役務等、

公共工事等の名称
契約形態の別 契約金額 契約締結日

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネル
ギー人材育成事業）

随意契約(競争性有り) 654,850,000 2009/4/1

（財）日本生産性本部
サービス産業生産性向上支援調査
委託費

一般会計
平成２１年度サービスイノベーションを通じた生産性向上に関する
支援事業に関する委託契約の締結について

随意契約(競争性有り) 649,959,450 2009/4/1

（財）海外技術者研修協会
政府開発援助海外経済協力事業委
託費

一般会計 貿易投資円滑化支援事業（研修事業） 随意契約(競争性有り) 561,589,999 2009/4/1

（社）発明協会
外国産業財産権制度支援協力事業
委託費

特許特別会計 平成２１年度外国産業財産権制度支援事業 随意契約(競争性有り) 545,415,093 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度地層処分技術調査等委託費（ＴＲＵ廃棄物処分技術：
ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発）

一般競争入札 460,215,000 2009/4/1

（財）資源・環境観測解析センター 産業技術研究開発委託費 一般会計
平成21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）

随意契約(競争性有り) 448,180,000 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度地層処分技術調査等委託費（高レベル放射性廃棄物
処分関連：処分システム工学要素技術高度化開発）

一般競争入札 426,510,000 2009/4/1

（財）電力中央研究所
放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度地層処分技術調査等委託費（地層処分共通技術調
査：ボーリング技術高度化開発）

随意契約(競争性有り) 425,250,000 2009/4/1

（財）電力中央研究所
放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度地層処分技術調査等委託費（地層処分共通技術調
査：岩盤中地下水移行評価技術高度化開発）

一般競争入札 364,350,000 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度管理型処分技術調査等委託費（地下空洞型処分施設
性能確証試験）

一般競争入札 362,565,000 2009/4/1

（財）日本航空機エンジン協会
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度エネルギー使用合理化技術開発等（次世代航空機エ
ンジン用構造部材創製・加工技術開発）

随意契約(競争性有り) 355,000,000 2009/4/1
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（財）全国中小企業取引振興協会 経営安定等対策委託費 一般会計 平成２１年度下請かけこみ寺（相談・ＡＤＲ業務）事業 随意契約(競争性有り) 338,671,951 2009/4/1

（財）日本映像国際振興協会 コンテンツ産業強化事業委託費 一般会計
平成２１年度コンテンツ国際取引市場強化事業（国際取引市場創
設事業）

随意契約(競争性有り) 300,000,000 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等委託費（地層処分実
規模設備整備事業）

一般競争入札 285,180,000 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度石油製品需給適正化調査（石油製品市況調査） 一般競争入札 279,077,913 2009/4/1

（財）海外技術者研修協会
政府開発援助海外経済協力事業委
託費

一般会計 経済連携人材育成支援研修事業 随意契約(競争性有り) 251,836,280 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（新エネル
ギー人材育成事業）

随意契約(競争性有り) 231,212,000 2009/4/1

（財）次世代金属・複合材料研究開
発協会

エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化技術開発等（次世代構造部材
創製・加工技術開発（複合材構造健全性診断技術開発））

随意契約(競争性有り) 230,000,000 2009/4/1

（財）日本規格協会 工業標準化推進事業委託費 一般会計
平成２１年度工業標準化推進事業委託費（社会環境整備・産業競
争力強化型規格開発事業：分野横断的技術分野に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 230,000,000 2009/4/1

（財）日本立地センター（独）中小企
業基盤整備機構共同企業体

地域企業立地促進等委託費 一般会計 平成２１年度地域企業立地促進等委託事業 随意契約(競争性有り) 223,790,779 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度放射性廃棄物共通技術調査等委託費（放射性廃棄物
海外総合情報調査）

一般競争入札 217,560,000 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度地層処分技術調査等委託費（ＴＲＵ廃棄物処分技術：
人工バリア長期性能評価技術開発）

一般競争入札 215,250,000 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度関東地域中小企業産業財産権出願等支援事業 随意契約(競争性有り) 192,597,711 2009/4/1

（財）新エネルギー財団
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（水力開発促進
調査）

一般競争入札 190,050,000 2009/4/1
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（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（地域づくり支援事業））

一般競争入札 174,000,000 2009/4/1

（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（特産品振興支援事業））

一般競争入札 168,000,000 2009/4/1

（財）石油産業活性化センター 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度石油産業体制等調査研究（石油産業情報化推進調
査）

一般競争入札 163,339,541 2009/4/1

（社）日本情報システム・ユーザー協
会

中小企業経営革新基盤整備委託費 一般会計
平成２１年度中小企業経営革新基盤整備委託費（ＩＴ経営実践促進
事業）

随意契約(競争性有り) 162,300,000 2009/4/1

（財）化学物質評価研究機構 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（化学物質による内分泌かく乱
作用の試験・評価手法の国際標準化及
び有害性情報の整備）

一般競争入札 158,760,000 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネ等ビ
ジネス世界展開促進事業）

一般競争入札 158,324,318 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度九州・沖縄地域中小企業産業財産権出願等支援事業 随意契約(競争性有り) 149,089,636 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

放射性廃棄物処分基準調査等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度放射性廃棄物共通技術調査等委託費（放射性廃棄物
重要基礎技術研究調査）

一般競争入札 147,000,000 2009/4/1

（財）日本生産性本部
政府開発援助国際機関協力事業委
託費

一般会計 国際機関協力事業委託費（アジア生産性向上事業） 随意契約(競争性有り) 145,982,647 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度中国・四国地域中小企業産業財産権出願等支援事業 随意契約(競争性有り) 142,821,558 2009/4/1

（社）海外電力調査会 原子力施設等防災対策等委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度原子力発電所安全管理等人材育成事業委託費 随意契約(競争性有り) 142,639,000 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（エネルギー教育実践校事
業）

一般競争入札 142,409,305 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネル
ギー政策共同研究事業）

一般競争入札 138,502,758 2009/4/1
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（財）日本航空機エンジン協会 産業技術研究開発委託費 一般会計
平成２１年度戦略的技術開発（航空機用エンジンギアシステム技
術）

随意契約(競争性有り) 130,000,000 2009/4/1

（財）新エネルギー財団
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（バイオマス
エネルギー研究人材育成事業）

随意契約(競争性有り) 129,608,284 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計
平成２１年度北海道・東北地域中小企業産業財産権出願等支援事
業

随意契約(競争性有り) 129,202,009 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度近畿地域中小企業産業財産権出願等支援事業 随意契約(競争性有り) 128,296,928 2009/4/1

（社）日本航空宇宙工業会 産業技術研究開発委託費 一般会計
平成２１年度航空機用先進システム基盤技術開発（先進パイロット
支援システム）

随意契約(競争性有り) 122,750,000 2009/4/1

（財）次世代金属・複合材料研究開
発協会

エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化技術開発等（次世代構造部材
創製・加工技術開発（次世代チタン合金構造部材創製・加工技術
開発））

随意契約(競争性有り) 120,000,000 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度中小企業等特許先行技術調査支援事業 随意契約(競争性有り) 112,343,986 2009/4/1

（財）日本映像国際振興協会 コンテンツ産業強化事業委託費 一般会計
平成２１年度コンテンツ国際共同製作基盤整備事業（国際共同製
作促進事業）

随意契約(競争性有り) 110,000,000 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業（エコドライブ普
及推進事業）

随意契約(競争性有り) 106,365,000 2009/4/1

（財）中部生産性本部
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成２１年度高度専門留学生育成事業（自動車産業スーパーエン
ジニア養成プログラム）

随意契約(競争性有り) 106,000,000 2009/4/1

（財）企業活力研究所
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計 平成21年度アジア人財資金構想プロジェクトサポートセンター事業 随意契約(競争性有り) 98,992,316 2009/4/1

（社）発明協会 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度中部地域中小企業産業財産権出願等支援事業 随意契約(競争性有り) 97,634,998 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（途上国にお
ける省エネ基準・ラベリング制度構築支援事業）

一般競争入札 97,265,950 2009/4/1
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（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等事業（定期刊行物広
報）

一般競争入札 94,821,639 2009/4/1

（財）大阪科学技術センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業(体験型移動展示館） 一般競争入札 89,592,153 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（エネルギー教育調査普及
事業）

一般競争入札 86,347,742 2009/4/1

（社）産業環境管理協会
中小企業等環境配慮活動活性化促
進事業委託費

一般会計
平成２１年度環境負荷表示制度構築等事業委託費（カーボンフット
プリント制度国際標準化対応事業）

随意契約(競争性有り) 85,710,095 2009/4/1

（財）理工学振興会
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成２１年度高度専門留学生育成事業（グローバル環境下での優
秀な留学生人財の発掘・育成・支援事業）

随意契約(競争性有り) 84,000,000 2009/4/1

（財）新エネルギー財団
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度新エネルギー等設備導入促進情報提供等事業（グ
リーンエネルギーの情報提供及び普及拡大事業）

一般競争入札 82,950,000 2009/4/1

（財）日中経済協会
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（日中省エネ
ルギー・環境ビジネス推進事業）

一般競争入札 80,834,922 2009/4/1

（財）音楽産業・文化振興財団 コンテンツ産業強化事業委託費 一般会計
平成２１年度コンテンツ国際取引市場強化事業（音楽に係る国際展
開促進事業）

随意契約(競争性有り) 80,000,000 2009/4/1

（社）中部産業連盟
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成２１年度アジア人財資金構想（高度実践留学生育成事業）
（Career Design Program for Foreign Students IN CHUBU）

随意契約(競争性有り) 76,976,991 2009/4/1

（財）化学物質評価研究機構 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（高生産量化学物質の国際共同
安全性評価）

一般競争入札 75,810,000 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度石油製品需給適正化調査（石油ガス市況調査） 一般競争入札 73,995,421 2009/4/1

（財）交流協会 工業所有権調査等委託費 特許特別会計 平成２１年度台湾における産業財産権制度基盤整備事業 随意契約(競争性有り) 73,620,000 2009/4/1

（財）関西生産性本部
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成２１年度高度実践留学生育成事業（近畿ブロック・アジア人財
育成事業）

随意契約(競争性有り) 72,999,811 2009/4/1
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（社）バイオ産業情報化コンソーシア
ム

産業技術研究開発委託費 一般会計 平成21年度　産業技術研究開発（統合データベースプロジェクト） 一般競争入札 69,523,650 2009/4/1

（社）日本金属プレス工業協会 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（燃料電池用金属セ
パレータのプレス加工技術の開発)

随意契約(競争性有り) 65,230,200 2009/4/1

（財）発電設備技術検査協会
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度火力関係設備効率化技術調査 一般競争入札 63,738,675 2009/4/1

（財）日本自動車研究所 産業技術研究開発委託費 一般会計 平成21年度産業技術研究開発（ＩＴＳの規格化事業（第２フェーズ）） 随意契約(競争性有り) 63,049,365 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業（省エネ型製品
普及促進事業）

一般競争入札 60,016,515 2009/4/1

（財）日本規格協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：国際標準化推進に係る戦略及びフォローアップ研究）

随意契約(競争性有り) 60,000,000 2009/4/1

（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（企業誘致支援事業））

一般競争入札 58,000,000 2009/4/1

（財）エルピーガス振興センター 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油製品需給適正化調査（石油ガス流通合理化調査） 一般競争入札 55,228,495 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業（省エネルギー
関係表彰実施事業）

随意契約(競争性有り) 54,114,303 2009/4/1

（財）海外技術者研修協会
中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成21年度アジア人財資金構想共通カリキュラムマネージメントセ
ンター事業に関する委託契約の締結について

随意契約(競争性有り) 54,000,000 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油情報普及啓発事業 随意契約(競争性有り) 53,145,668 2009/4/1

（財）日本特許情報機構 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成２１年度中小企業等特許先行技術調査支援事業 随意契約(競争性有り) 52,400,007 2009/4/1

（財）日本原子力文化振興財団 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等事業（隣接市町村広
報）

一般競争入札 50,925,000 2009/4/1
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（財）新エネルギー財団
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（水力開発技術
情報収集調査）

一般競争入札 50,400,000 2009/4/1

（財）資源探査用観測システム・宇
宙環境利用研究開発機構

石油資源開発技術等研究調査等委
託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油資源遠隔探知技術研究開発（合成開口レーダ等
の研究開発）

随意契約(競争性有り) 50,000,000 2009/4/1

（財）資源探査用観測システム・宇
宙環境利用研究開発機構

石油資源開発技術等研究調査等委
託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油資源遠隔探知技術研究開発（資源探査用観測シ
ステムの研究開発）

随意契約(競争性有り) 50,000,000 2009/4/1

（財）日本映像国際振興協会 コンテンツ産業強化事業委託費 一般会計
平成２１年度コンテンツ活用型地域振興事業（撮影環境ネットワー
ク整備促進事業）

随意契約(競争性有り) 49,934,010 2009/4/1

（財）九州産業技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（高品質自動車
めっき鋼板用、世界初大型セラミックスロ－ルの開発）

随意契約(競争性有り) 49,927,500 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（エネルギー教育情報提供
事業）

一般競争入札 48,854,652 2009/4/1

（財）金属系材料研究開発センター 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度産業技術人材育成支援事業｛産学人材育成パート
ナーシップ事業（アルミニウム圧延品製造プロセス技術伝承・中核
人材育成プロジェクト）｝

随意契約(競争性有り) 47,499,888 2009/4/1

（財）ファインセラミックスセンター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（ナノカーボン
／セラミックス複合材を用いた不燃軽量電磁波吸収体の開発）

随意契約(競争性有り) 44,988,825 2009/4/1

（財）バイオインダストリー協会 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（生物多様性条約に基づく遺伝
資源へのアクセス促進事業）

一般競争入札 44,950,000 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（自己整合技術
を用いた有機光テープモジュールの開発）

随意契約(競争性有り) 44,950,000 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（大面積光学素
子・部品への低コスト反射防止技術の開発）

随意契約(競争性有り) 44,620,000 2009/4/1

（財）金属系材料研究開発センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（非鉄製錬フ
ロー活用型窒素同位体分離・濃縮及び利用技術の開発）

随意契約(競争性有り) 42,498,750 2009/4/1

（社）自動車技術会 産業技術研究開発委託費 一般会計 平成21年度産業技術研究開発（ＩＴＳの規格化事業（第２フェーズ）） 随意契約(競争性有り) 41,757,635 2009/4/1
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（財）ちゅうごく産業創造センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（関節機能のＦ
ＥＭ解析による診察・治療最適化システム）

随意契約(競争性有り) 39,999,750 2009/4/1

（社）産業環境管理協会 環境問題対策調査等委託費 一般会計
平成２１年度低炭素型環境管理会計国際標準化等事業委託費（マ
テリアルフローコスト会計の国際標準化業務）

随意契約(競争性有り) 39,990,760 2009/4/1

（財）日本環境衛生センター
中小企業等環境負荷物質対策調査
等委託費

一般会計
平成２１年度中小企業等環境負荷物質対策調査事業（バーゼル法
関連事前相談等業務）

一般競争入札 39,900,000 2009/4/1

（社）日本建材・住宅設備産業協会 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（未利用木材・
廃プラスチックを用いた再生複合材の製造技術開発）

随意契約(競争性有り) 38,999,100 2009/4/1

（財）ヒートポンプ・蓄熱センター 発電技術等調査研究委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電力負荷平準化対策推進事業（負荷平準化機器導入
普及支援事業）

一般競争入札 38,640,987 2009/4/1

（財）四国産業・技術振興センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（溶融塩法によ
る排ガス触媒用白金系合金粉末の開発に関する研究）

随意契約(競争性有り) 38,346,000 2009/4/1

（財）ベンチャーエンタープライズセ
ンター

中小企業支援調査委託費 一般会計 平成21年度起業支援ネットワーク環境整備事業 一般競争入札 38,016,300 2009/4/1

（財）日本規格協会 工業標準化推進事業委託費 一般会計
平成２１年度工業標準化推進事業委託費（国内人材育成等基盤体
制強化事業：国際標準化専門家人材の育成）

随意契約(競争性有り) 38,000,000 2009/4/1

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（個別地点広報（地域情報
交流情報誌作成・配布事業））

一般競争入札 32,665,050 2009/4/1

（財）関西情報・産業活性化センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（小物物品のバレル
式プラズマ浸炭・窒化大量処理システムの開発研究）

随意契約(競争性有り) 32,340,000 2009/4/1

（財）大阪科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（摩擦攪拌接合によ
る鉄系高融点材料の接合システムの開発）

随意契約(競争性有り) 32,338,950 2009/4/1

（財）関西環境管理技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（走行系表面コー
ティング技術の性能向上に資する小型高性能歪センサを用いた張
力制御システムの開発）

随意契約(競争性有り) 31,029,600 2009/4/1

（財）デジタルコンテンツ協会
政府開発援助中小企業支援調査委
託費

一般会計 平成２１年度アジア地域におけるコンテンツ産業国際交流事業 随意契約(競争性有り) 29,995,892 2009/4/1
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（財）ちゅうごく産業創造センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（次世代放射線治療
装置向けＸ線遮へい板の高精度切削加工技術の開発）

随意契約(競争性有り) 29,980,776 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（機器の
省エネルギー性能公表事業）

一般競争入札 29,797,687 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（真空処理による溶
湯改質で高強度鋳鉄の半凝固鋳造法の確立とコンパクトラインに
よる実用化の開発）

随意契約(競争性有り) 28,658,280 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（振動プロセスによ
る高品質、高強度、高信頼性自動車用アルミニウム部品創製技術
の開発）

随意契約(競争性有り) 27,390,438 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（板鍛造の高度化に
よる（省エネ・省資源指向の）トリプルカップ成形技術の開発

随意契約(競争性有り) 27,329,538 2009/4/1

（財）関西情報・産業活性化センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（高精度加工用大型
ダイヤモンド切削工具の開発）

随意契約(競争性有り) 26,265,750 2009/4/1

（財）金属系材料研究開発センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ナノ微粒超硬合金
を用いた精密金型の開発)

随意契約(競争性有り) 26,078,325 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（鉛フリー銅合金の
減圧凍結システムによる低コストで無公害な鋳造技術の開発）

随意契約(競争性有り) 26,032,070 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２1年度戦略的基盤技術高度化支援事業（トリアジンチオール
を用いたクロム不要樹脂装飾めっき技術の開発）

随意契約(競争性有り) 25,999,211 2009/4/1

（財）金属系材料研究開発センター 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度産業技術人材育成支援事業｛産学人材育成パート
ナーシップ事業（”鉄鋼分野における産学人材育成パートナーシッ
ププロジェクト”）｝

随意契約(競争性有り) 25,938,978 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（環境調和加速・植
物由来生分解性プラスチック射出成形金型－射出成形システム応
用技術の確立）

随意契約(競争性有り) 25,532,850 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２1年度戦略的基盤技術高度化支援事業（環境配慮に適応し
た溶射技術高度化の開発）

随意契約(競争性有り) 25,326,000 2009/4/1

（財）日本原子力文化振興財団 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等事業（核燃料サイク
ル施設見学会）

一般競争入札 25,000,000 2009/4/1
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（財）企業活力研究所 産業経済研究委託費 一般会計
平成２１年度産業経済研究委託費（総合調査研究等委託費）「ジョ
ブカフェ機能強化・拡充型事業の効果的な実施に関する調査研究」

一般競争入札 24,942,204 2009/4/1

（社）日本鋳造協会 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（継続事業）（真球人
工砂を用いた高流動低温造型プロセスの開発）

随意契約(競争性有り) 24,433,787 2009/4/1

（社）日本国際知的財産保護協会
外国工業所有権制度支援事業委託
費

特許特別会計 平成21年度外国産業財産権制度情報整備協力事業（欧州） 一般競争入札 24,321,835 2009/4/1

（財）光産業技術振興協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：ポリマー光導波路の性能評価に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 24,000,000 2009/4/1

（社）日本国際知的財産保護協会
外国工業所有権制度支援事業委託
費

特許特別会計
平成21年度外国産業財産権制度情報整備協力事業（北中南米・
中東・アフリカ・条約）

一般競争入札 23,392,673 2009/4/1

（社）全国火薬類保安協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討事業 一般競争入札 23,100,000 2009/4/1

（財）日本原子力文化振興財団 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業(講師派遣） 一般競争入札 22,999,995 2009/4/1

（財）バイオインダストリー協会 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度産業技術人材育成支援事業｛産学人材育成パート
ナーシップ事業（イノベーションを担うバイオリーダー人材育成のモ
デルプログラム開発）｝

随意契約(競争性有り) 22,510,000 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（海外省エネ
動向調査事業）

一般競争入札 22,474,095 2009/4/1

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（個別地点広報（原子力地
点情報誌作成・配布事業））

一般競争入札 22,456,293 2009/4/1

（社）日本鋳造協会 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（アルミ基複合材鋳
物のハイブリッド砂型低圧鋳造法の開発)

随意契約(競争性有り) 22,332,450 2009/4/1

（財）エンジニアリング振興協会 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度産業技術人材育成支援事業｛産学人材育成パート
ナーシップ事業（次世代のエンジニアリング産業を担うプロジェクト
マネジャー育成事業）｝

随意契約(競争性有り) 22,017,000 2009/4/1

（財）エネルギー総合工学研究所 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：エネルギーマネジメントシステムに関する標準化）

随意契約(競争性有り) 21,980,947 2009/4/1

10/21



契約の相手方法人名称 (目)名称
支出元

会計区分
物品役務等、

公共工事等の名称
契約形態の別 契約金額 契約締結日

（財）国際開発センター
政府開発援助海外開発計画調査委
託費

一般会計
平成２１年度地球環境適応型・本邦技術活用型産業物流インフラ
整備等事業（円借款案件形成等調査及び民活インフラ案件形成等
調査に係る評価事業）

一般競争入札 21,931,350 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（改正省エ
ネルギー法説明会）

一般競争入札 21,875,627 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（アジア地域
を中心とした省エネルギーに関する情報発信・収集事業）

随意契約(競争性有り) 21,332,623 2009/4/1

（社）日本計量機器工業連合会 計量行政調査等委託費 一般会計 平成２１年度法定計量国際化機関勧告審議調査等事業 一般競争入札 21,000,000 2009/4/1

（財）エルピーガス振興センター
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度ＤＭＥ混合燃料利用技術調査 一般競争入札 19,950,000 2009/4/1

（社）日本国際知的財産保護協会 工業所有権調査等委託費 特許特別会計
平成２１年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業（先進国・
中進国等による知的財産分野に重点を置いた途上国・中進国等協
力に関する調査研究）

一般競争入札 19,678,099 2009/4/1

（社）日本国際知的財産保護協会 工業所有権調査等委託費 特許特別会計
平成２１年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業（ロシア、
中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関
する調査研究）

一般競争入札 19,323,942 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成21年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ショット・バレル複合
プロセスによる長寿命歯車の加工装置の開発）

随意契約(競争性有り) 19,072,200 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（オピニオンリーダー研修事業））

一般競争入札 18,900,000 2009/4/1

（社）中小企業診断協会福岡県支部 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
地域力連携拠点事業（経営力向上・事業承継等先進的支援体制
構築事業）

随意契約(競争性有り) 18,000,000 2009/4/1

（財）日本規格協会 工業標準化推進事業委託費 一般会計
平成21年度工業標準化推進事業委託費（国内人材育成等基盤体
制強化事業：標準化に関する教育体制整備）

随意契約(競争性有り) 17,954,000 2009/4/1

（財）比較法研究センター
外国工業所有権制度支援事業委託
費

特許特別会計
平成21年度外国産業財産権制度情報整備協力事業（アジア・大洋
州）

一般競争入札 17,258,150 2009/4/1

（社）日本熱供給事業協会
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業「地域最適エネ
ルギー需給システムの導入による省エネルギー促進情報提供事
業（環境展出展・シンポジウム開催）」

一般競争入札 17,010,000 2009/4/1
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（財）エネルギー総合工学研究所
軽水炉等改良技術確証試験等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度発電用原子炉等利用環境調査委託費（原子力開発利
用分野における国際協力動向調査）

一般競争入札 16,800,000 2009/4/1

（財）原子力安全研究協会
原子力発電施設等安全技術対策委
託費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル施設安全対策技術調査（放射性廃棄
物処分安全技術調査等のうち安全規制及び安全基準に係る内外
の動向調査（放射性廃棄物の国際基準等に係る動向

一般競争入札 16,206,750 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（低放射金属薄
膜を付与した省エネルギー貢献型遮熱三州瓦の開発）

随意契約(競争性有り) 16,060,000 2009/4/1

（社）日本建材・住宅設備産業協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：建材の部位別性能評価法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 15,998,122 2009/4/1

（財）ちゅうごく産業創造センター 中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域イノベーション創出研究開発事業（山口県産フグ
やアマダイ等の無菌化・熟成による高級生魚肉の開発）

随意契約(競争性有り) 15,599,850 2009/4/1

（財）日本エネルギー経済研究所 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油産業体制等調査研究（石油価格及び需給動向調
査）

一般競争入札 15,480,592 2009/4/1

（財）日本規格協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：組織の社会的責任（ＳＲ）に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 15,165,412 2009/4/1

（社）日本国際知的財産保護協会 工業所有権調査等委託費 特許特別会計
平成２１年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業（特許を受
ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研
究）

一般競争入札 15,154,424 2009/4/1

（財）日本規格協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：情報分野の競争力強化に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 15,000,000 2009/4/1

（社）日本ファインセラミックス協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：生体活性セラミックスの特性評価に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 14,999,916 2009/4/1

（財）原子力環境整備促進・資金管
理センター

原子力発電施設等安全技術対策委
託費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル施設安全対策技術調査（放射性廃棄
物処分安全技術調査等のうち安全規制及び安全基準に係る内外
の動向調査（放射性廃棄物処分の諸外国の安全規制

一般競争入札 14,910,000 2009/4/1

（財）日本規格協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：社会セキュリティ及びリスクマネジメントに関する標準化）

随意契約(競争性有り) 14,051,415 2009/4/1

（財）中部科学技術センター 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度産業技術人材育成支援事業｛産学人材育成パート
ナーシップ事業（最適化提案と新技術適用が可能な金属熱処理人
材の育成事業）｝

随意契約(競争性有り) 13,923,000 2009/4/1
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（社）日本国際知的財産保護協会 工業所有権調査等委託費 特許特別会計
平成２１年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業（コン
ピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在
り方に関する調査研究）

一般競争入札 13,620,695 2009/4/1

（財）バイオインダストリー協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：生分解性プラスチックの微生物嫌気分解試験方法に関する標
準化）

随意契約(競争性有り) 13,299,942 2009/4/1

（財）日本科学技術振興財団 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（即応型情報提供事業） 一般競争入札 13,125,000 2009/4/1

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（エネル
ギー技術情報等提供事業）

一般競争入札 12,635,296 2009/4/1

（社）埼玉県商工会議所連合会 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度中小企業ものづくり人材育成事業（工業高校等実践教
育導入事業）

随意契約(競争性有り) 12,479,590 2009/4/1

（財）日本品質保証機構
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度石油製品代替製品等品質実態調査（バイオマス由来
燃料品質確認調査）

一般競争入札 11,246,147 2009/4/1

（財）日本電子部品信頼性センター 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：鉛フリーはんだを用いたフローはんだ付け機器の損傷抑制技
術の評価試験方法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 11,234,745 2009/4/1

（財）大阪科学技術センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等委託費（高レベル放
射性廃棄物地層処分模型展示車の運用）

随意契約(競争性有り) 11,142,694 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（パンフレット等作成・配布
事業）

一般競争入札 11,130,000 2009/4/1

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（個別地点広報（次世代層
向け（中学生）情報誌作成・配布事業））

一般競争入札 11,098,082 2009/4/1

（財）日本産業協会 消費者行政推進調査等委託費 一般会計 平成２１年度商取引等適正化事業（電子商取引モニタリング事業） 一般競争入札 10,762,500 2009/4/1

（財）エネルギー総合工学研究所 発電技術等調査研究委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度原子力人材育成プログラム（原子力人材育成プログラ
ム支援調査事業）

一般競争入札 10,479,000 2009/4/1

（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度核燃料サイクル関係推進調整等事業（核燃料サイク
ル施設立地地域等広報普及事業）

一般競争入札 10,271,144 2009/4/1
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（財）発電設備技術検査協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度電気施設技術基準国際化調査（発電設備） 随意契約(競争性有り) 10,046,998 2009/4/1

（財）九州地域産業活性化センター
地域新事業創出発展基盤促進事業
委託費

一般会計 平成２１年度地域新事業創出発展基盤促進事業 随意契約(競争性有り) 9,999,969 2009/4/1

（社）中国地域ニュービジネス協議
会

中小企業産学連携人材育成事業委
託費

一般会計
平成２１年度高度実践留学生育成事業（中国地域における高度実
践留学生育成事業）

随意契約(競争性有り) 9,661,304 2009/4/1

（社）日本自動認識システム協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：ＲＦＩＤ機器が植え込み型医療機器に及ぼす影響の評価試験方
法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 9,200,000 2009/4/1

（財）ニューメディア開発協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：バイオメトリクス（顔画像品質等）評価技術に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 8,790,000 2009/4/1

（社）繊維評価技術協議会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：繊維製品の試験方法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 8,200,000 2009/4/1

（財）建材試験センター 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：住宅用外装材の長期耐久性評価手法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 7,772,608 2009/4/1

（財）エネルギー総合工学研究所
軽水炉等改良技術確証試験等委託
費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度軽水炉等技術開発推進事業（基盤技術開発の充実・
強化に関する調査）

随意契約(競争性有り) 7,665,000 2009/4/1

（社）日本ファインセラミックス協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：ファインセラミックス薄膜特性の外部環境影響の評価方法に関
する標準化）

随意契約(競争性有り) 7,664,939 2009/4/1

（財）マイクロマシンセンター 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：小型ジャイロMEMSデバイスの性能評価方法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 7,500,974 2009/4/1

（社）発明協会　広島県支部 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度社会人講師活用型教育支援プロジェクト（理科大好き
広島っ子　おもしろプロジェクト）

随意契約(競争性有り) 6,969,172 2009/4/1

（財）日本生産性本部 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（エネルギー政策等広報媒
体の作成・配布）

一般競争入札 6,930,000 2009/4/1

（社）日本理科教育振興協会 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度社会人講師活用型教育支援プロジェクト｛地域コー
ディネーター事業（スクールワンダーin東京）｝

随意契約(競争性有り) 6,782,951 2009/4/1
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（財）交通エコロジー・モビリティ財団 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：案内図記号に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 6,649,329 2009/4/1

（社）日本自動認識システム協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：バイオメトリクスアプリケーションインターフェース標準規格への
適合性試験に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 6,300,000 2009/4/1

（社）電子情報技術産業協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：鉛フリーはんだを用いたフローはんだ付け機器の損傷抑制技
術の評価試験方法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 6,270,941 2009/4/1

（社）産業環境管理協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：排出ガス中の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）濃度の測定方法に関
する標準化）

随意契約(競争性有り) 6,000,000 2009/4/1

（社）発明協会　広島県支部 産業技術人材育成支援事業委託費 一般会計
平成２１年度早期工学人材育成事業（理工へいこう理系志向ひろし
まプロジェクト）

随意契約(競争性有り) 5,859,739 2009/4/1

（財）無人宇宙実験システム研究開
発機構

エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化技術開発等事業（次世代構造
部材創製・加工技術開発（次世代衛星基盤技術開発））

随意契約(競争性有り) 5,250,000 2009/4/1

（社）電子情報通信学会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：周波数制御・選択に係るＭＥＭＳデバイスの評価方法に関する
標準化）

随意契約(競争性有り) 5,092,784 2009/4/1

（財）日本情報処理開発協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：プローブ情報プラットフォームに関する標準化）

随意契約(競争性有り) 5,000,000 2009/4/1

（社）中国地域ニュービジネス協議
会

中小企業経営支援等対策委託費 一般会計
平成２１年度地域力連携拠点事業（経営力向上・事業承継等先進
的支援体制構築事業）

随意契約(競争性有り) 4,000,000 2009/4/1

（財）光産業技術振興協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：ＳＦＰ光伝送モジュールの機械的信頼性評価方法に関する標準
化）

随意契約(競争性有り) 3,826,441 2009/4/1

（社）地盤工学会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：簡易型蛍光Ｘ線分析器を用いた土壌検出法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 3,500,000 2009/4/1

（財）光産業技術振興協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：センシング用半導体レーザの試験・評価方法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 3,498,677 2009/4/1

（社）日本ファインセラミックス協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：光触媒材料のバイオフィルム抑制効果評価方法に関する標準
化）

随意契約(競争性有り) 3,250,000 2009/4/1
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（社）電気学会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：急峻繰返しインパルスの部分放電計測に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 2,870,000 2009/4/1

（社）全国火薬類保安協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度火薬類国際化対策事業 一般競争入札 2,730,000 2009/4/1

（社）全国火薬類保安協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度火薬類事故防止対策事業 随意契約(競争性有り) 1,870,050 2009/4/1

（社）全国火薬類保安協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費(国際標準共同研究開発事
業：発熱分解エネルギー測定に関する標準化)

随意契約(競争性有り) 639,909 2009/4/1

（社）日本火薬銃砲商組合連合会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度火薬類流通保安対策事業 随意契約(競争性有り) 525,000 2009/4/1

（社）自動車技術会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：ジメチルエーテル(DME)燃料に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 504,000 2009/4/1

（社）全国火薬類保安協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度火薬類製造保安責任者免状（甲種、乙種）交付事業 随意契約(競争性無し) 118,330 2009/4/1

（財）エンジニアリング振興協会
石油資源開発技術等研究調査等委
託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度海洋石油開発技術等調査（極限海域における海洋構
造物の基礎調査研究）

一般競争入札 158,399,850 2009/4/6

（財）製造科学技術センター 中小企業支援調査委託費 一般会計
平成２１年度中小企業支援調査（次世代高度生産システム調査研
究事業）

一般競争入札 36,750,000 2009/4/8

（財）日本エネルギー経済研究所 環境問題対策調査等委託費 一般会計
平成２１年度環境問題対策調査等委託費（アジア太平洋パート
ナーシップ等に関する基盤整備調査）

一般競争入札 56,247,876 2009/4/10

（財）日本原子力文化振興財団 原子力施設等防災対策等委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度原子力安全規制情報広聴・広報事業（新潟県におけ
る住民説明会事業）

一般競争入札 31,500,000 2009/4/10

（社）産業環境管理協会
中小企業等環境配慮活動活性化促
進事業委託費

一般会計
平成２１年度環境負荷表示制度構築等事業（カーボンフットプリント
制度構築事業）

一般競争入札 525,000,000 2009/4/13

（財）バイオインダストリー協会 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（バイオインダストリー安全対策
調査（バイオテクノロジーを産業利用する際の安全性に関する調査
研究））

一般競争入札 35,075,215 2009/4/13
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（財）人権教育啓発推進センター 経営安定等対策委託費 一般会計 平成２１年度「企業向け人権啓発活動支援事業」に関する委託 随意契約(競争性無し) 28,010,991 2009/4/13

（財）バイオインダストリー協会 環境対応技術開発等委託費 一般会計
バイオ事業化に伴う生命倫理問題等に関する研究（バイオテクノロ
ジーの産業化に伴う諸問題について国民理解を促進するための調
査研究）

一般競争入札 18,774,000 2009/4/13

（財）全国中小企業取引振興協会 経営安定等対策委託費 一般会計 平成２１年度下請取引改善（調達担当者向け）事業 随意契約(競争性有り) 66,613,467 2009/4/14

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（工場の
エネルギー使用状況調査事業）

一般競争入札 115,132,075 2009/4/16

（財）海洋生物環境研究所 原子力施設等防災対策等委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度火力・原子力関係環境審査調査（大規模発電所取放
水影響調査）

一般競争入札 113,022,000 2009/4/17

（財）海洋生物環境研究所 原子力施設等防災対策等委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度火力・原子力関係環境審査調査（発電所生態系予測
手法検討調査）

一般競争入札 53,550,000 2009/4/17

（財）海洋生物環境研究所
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度火力関係環境審査調査（海域調査） 一般競争入札 42,840,000 2009/4/17

（財）電力中央研究所 原子力施設等防災対策等委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度火力・原子力関係環境審査調査（微量物質環境影響
評価手法調査）

一般競争入札 18,060,000 2009/4/17

（財）自然環境研究センター
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度火力関係環境審査調査（陸域調査） 一般競争入札 11,865,000 2009/4/17

（財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業（業務用ビルの
エネルギー消費目標値算定ツール等省エネルギー対策推進事業）

一般競争入札 40,950,000 2009/4/22

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（地域メディア広報） 一般競争入札 20,601,452 2009/4/27

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（漁業関係者向け研修事業））

一般競争入札 10,498,422 2009/4/27

（財）日本立地センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（ＮＰＯ等活動整備事業） 一般競争入札 8,480,673 2009/4/27
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（社）中国地域ニュービジネス協議
会

地域新事業創出発展基盤促進事業
委託費

一般会計
平成２１年度地域新事業創出発展基盤促進事業（中国地域ＣＢ／
ＳＢ推進協議会事業）

随意契約(競争性有り) 9,993,471 2009/4/28

（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（原子力発電所見学会） 一般競争入札 6,711,272 2009/4/28

（財）日本エネルギー経済研究所
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度エネルギー消費状況調査（民生部門エネルギー消費
実態調査）

一般競争入札 25,190,025 2009/4/30

（財）日本産業協会 消費者政策委託費 一般会計 平成２１年度消費者政策委託費（電子商取引モニタリング事業） 一般競争入札 118,387,500 2009/5/1

（財）日本立地センター
広域的新事業支援連携等促進委託
費

一般会計
平成２１年度広域的新事業支援連携等促進委託事業（うち情報提
供事業）

一般競争入札 13,650,000 2009/5/1

（財）日本産業協会 消費者政策委託費 一般会計
平成２１年度消費者政策委託費（特定商取引適正化事業（申請制
度の広報等））

一般競争入札 9,975,000 2009/5/1

（社）ロシアＮＩＳ貿易会 発電技術等調査研究委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

原子力関連産業促進円滑化事業 随意契約(競争性有り) 6,791,098 2009/5/7

（社）ロシアＮＩＳ貿易会 発電技術等調査研究委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

原子力関連産業多角化支援事業 随意契約(競争性有り) 25,176,221 2009/5/11

(財)北海道地域総合振興機構
地域新事業創出発展基盤促進事業
委託費

一般会計 平成２１年度地域新事業創出発展基盤促進事業 随意契約(競争性有り) 9,998,625 2009/5/13

（財）九州先端科学技術研究所 中小企業経営革新基盤整備委託費 一般会計
平成２１年度中小企業経営革新基盤整備委託費（ＩＴ経営実践促進
事業(九州地域）)九州ＩＴパートナー事務局事業 随意契約(競争性有り) 13,000,000 2009/5/14

（財）海外貿易開発協会
政府開発援助海外経済協力事業委
託費

一般会計 平成２１年度産業人材裾野拡大支援事業委託費 随意契約(競争性有り) 157,793,261 2009/5/15

（財）国際開発センター
政府開発援助海外経済制度等調査
委託費

一般会計 平成２１年度東アジア大での産業統計国際比較データ整備事業 一般競争入札 29,715,000 2009/5/18

（財）化学物質評価研究機構 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（第一種特定化学物質含有製品
等安全性調査）

随意契約(競争性有り) 27,825,000 2009/5/21
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（財）中東協力センター
石油資源開発技術等研究調査等委
託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

中東産油国原油供給長期安定化事業 随意契約(競争性有り) 359,736,865 2009/5/22

（財）ハイパーネットワーク社会研究
所

経営安定等対策委託費 一般会計
平成２１年度企業向け人権啓発活動支援事業「情報モラル啓発事
業」

随意契約(競争性有り) 34,442,253 2009/5/22

（財）日本生産性本部 地域中小企業活性化政策委託費 一般会計
広域関東圏における環境ビジネス推進のためのネットワーク形成
に関する調査

一般競争入札 4,200,000 2009/5/22

（社）日本産業機械工業会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成21年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：チェーンの小形シャルピー衝撃試験法に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 189,000 2009/5/22

（財）石炭エネルギーセンター
石油資源開発技術等研究調査等委
託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成21年度国際資源開発人材育成事業（石炭分野） 随意契約(競争性有り) 99,846,876 2009/5/25

（財）関西情報・産業活性化センター 中小企業経営革新基盤整備委託費 一般会計
平成２１年度中小企業経営革新基盤整備委託費（ＩＴ経営実践促進
事業（近畿地域））

随意契約(競争性有り) 50,499,319 2009/5/26

（社）日本電気協会
原子力発電施設等安全技術対策委
託費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

電気施設技術基準整備調査（電気設備） 一般競争入札 18,900,000 2009/5/28

（社）日本電気協会
原子力発電施設等安全技術対策委
託費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

電気施設技術基準国際化調査（電気設備） 一般競争入札 10,605,000 2009/5/28

（財）化学物質評価研究機構 中小企業化学物質調査委託費 一般会計
平成２１年度中小企業化学物質調査（中生産量化学物質の安全性
点検（物理化学性状等に関する調査））

一般競争入札 90,300,000 2009/5/29

（財）省エネルギーセンター
非化石エネルギー等導入促進対策
調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度新エネルギー等導入促進基礎調査（国際規格エネル
ギーマネージメントシステム（ＩＳＯ／ＰＣ２４２）等と我が国省エネ制
度との比較分析調査）

一般競争入札 5,135,272 2009/5/29

（財）国際情報化協力センター 中小企業戦略的情報化等委託費 一般会計
平成21年度アジア域内の知識経済化のための情報技術活用等支
援事業（日中韓ＩＴ局長オープンソースソフトウェア推進会議の支援
及びオープンソースソフトウェアに関する調

一般競争入札 25,305,000 2009/6/1

（社）発明協会　広島県支部 出願適正化等指導事業委託費 特許特別会計 平成21年度中国地域中小企業知財戦略支援モデル調査 一般競争入札 18,976,641 2009/6/1

（財）日本原子力文化振興財団 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度普及啓発課題提供（原子力ポスターコンクール） 一般競争入札 17,272,500 2009/6/1
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（社）日本ガス協会 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（ガス保
安リスクマネジメント調査（委員会の運営等））

一般競争入札 2,627,900 2009/6/5

（財）日本自動車研究所
政府開発援助経済連携促進等事業
委託費

一般会計
平成２１年度経済連携促進のための産業高度化推進事業（日本－
インドネシア経済連携協定に係るインドネシア既存機関のＲ＆Ｄ機
能強化に向けたミッション派遣等事業）

一般競争入札 34,750,039 2009/6/8

（社）日本航空宇宙工業会 中小企業支援調査委託費 一般会計
平成２１年度中小企業支援調査（航空機のプロダクトサポートに関
する調査研究）

一般競争入札 12,944,216 2009/6/10

（財）デジタルコンテンツ協会 コンテンツ産業強化事業委託費 一般会計
平成２１年度アジアコンテンツ人材ネットワーク構築事業(コン
ピューターグラフィックス関連人材育成事業)

随意契約(競争性有り) 134,999,992 2009/6/15

（財）ベンチャーエンタープライズセ
ンター

産業経済研究委託費 一般会計 平成２１年度創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査） 一般競争入札 6,941,987 2009/6/17

（財）日本規格協会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同開発事業：
消費者関連規格に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 17,813,665 2009/6/18

（社）日本工作機械工業会 基準認証研究開発委託費 一般会計
平成２１年度基準認証研究開発委託費（国際標準共同研究開発事
業：工作機械の機械安全に関する標準化）

随意契約(競争性有り) 6,782,165 2009/6/19

（社）日本ガス協会 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（次世代
保安向上技術調査（地震対策技術調査（委員会の運営等）））

一般競争入札 2,743,784 2009/6/19

（財）電力中央研究所
原子力発電施設等安全技術対策委
託費

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（中間貯蔵設備
等長期健全性等試験）

一般競争入札 127,753,500 2009/6/22

（社）日本ガス協会 石油製品需給適正化調査等委託費
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（次世代
保安向上技術調査（保安技術調査））

一般競争入札 49,875,000 2009/6/22

（社）産業環境管理協会 環境対応技術開発等委託費 一般会計
平成２１年度環境対応技術開発等（アセアン諸国における製品含
有化学物質情報伝達に関する実態調査）

一般競争入札 5,659,500 2009/6/23

（社）日本熱供給事業協会
エネルギー使用合理化設備導入促
進対策調査等委託費

エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

平成２１年度省エネルギー設備導入促進指導事業「地域最適エネ
ルギー需給システムの導入による省エネルギー促進情報提供事
業（自治体セミナー等）」

随意契約(競争性有り) 5,930,400 2009/6/24

（財）地球産業文化研究所 環境問題対策調査等委託費 一般会計
平成２１年度環境問題対策調査等委託費（地球温暖化を巡る国際
動向調査）

一般競争入札 51,334,500 2009/6/26
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（財）電源地域振興センター 電源立地等推進対策委託費
エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

平成２１年度電源立地推進調整等事業（電源地域振興指導事業
（地域振興研修事業））

一般競争入札 27,584,398 2009/6/26

（財）日本ガス機器検査協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度ガス安全使用技術調査委託事業 一般競争入札 4,550,768 2009/6/29

（社）日本ガス協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度ガス工作物設置基準調査委託事業 一般競争入札 4,694,274 2009/6/30

（財）日本ガス機器検査協会
高圧ガス等技術基準策定研究開発
委託費

一般会計 平成２１年度ガス工作物安全解析等調査委託事業 一般競争入札 4,450,396 2009/6/30
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