
契約担当役の氏名及び所在地 契約を締結した日 予定価格 契約金額
落札率

(％)
随意契約によることとした理由

再就職の
役員の数

その他必要な事項

Windows版地震探査データ解釈ソフトウェア
Kingdomの保守契約

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日 株式会社ジオシス 東京都文京区大塚１丁目５番１８号 ¥1,606,500 ¥1,606,500 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -

パイプライン流送計算ソフトウェアの導入 １件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日
シュルンベルジェ株式会社長
岡支店

新潟県長岡市北陽２丁目１４番３０号

契約事務取扱要
領第３７条第１項
第１号により省
略

- -

企画競争方式により提案企業を募り、提出さ
れた提案を総合的且つ厳正に審査を行い、最
も評価の高い同社と契約を締結することとした
ものであり、会計規程第37条4項に該当するた
め。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。
契約相手先からの要望により、
契約金額を公開しない。

Lynx社探鉱検討資料（マダガスカル地域）の
購入

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日
Lynx Geographic Information
Systems Ltd.

93/99 Upper Richmond Road, Putney
London,SW15 2TG

GBP 42,450.00 GBP 42,450.00 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -

Lynx社探鉱検討資料（東アフリカ地域）の購
入

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日
Lynx Geographic Information
Systems Ltd.

93/99 Upper Richmond Road, Putney
London,SW15 2TG

GBP 40,750.00 GBP 40,750.00 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -

競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表
（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）

契約の相手先の商号又は名称及び所在地物品等又は役務の名称及び数量

第１回海洋産出試験で用いる総合環境モニ
タリングシステムの設計およびプロトタイプ
機製作

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日
株式会社アイ・エイチ・アイ
マリンユナイテッド

東京都港区海岸三丁目２２番２３号 ¥49,947,854 ¥49,947,854 100%

本案件は公募により契約先を募り提出された
提案の内容、提案金額及び業務実施体制等
の点から総合的かつ厳正に審査を行いこれに
より最も評価の高い同社と随意契約を締結す
ることとしたものであり、会計規程第37条第4
項に該当するため。

- -

基礎試錘コア試料を用いたメタンの生成・タ
イミングに関する研究

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月1日 国立大学法人高知大学 高知県高知市曙町二丁目５番１号 ¥2,662,700 ¥2,662,700 100%

本契約に際し、参加意思確認公募手続きを実
施したところ、他に参加意思を有するものがい
なかったため、同大学と随意契約を締結する
こととしたものであり、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

Global Trade Atlas データシステム検索費
（2010年7月1日～2011年3月31日）

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月1日
Global Trade Information
Services,Inc.

2218　Devine Street Columbia,　SC　29205
USA

US$33,000.00 US$33,000.00 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、同社と
契約するとしたものであり、会計規程第37条第
4項に該当するため。

- -

平成22年度ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化希少金属資
源開発推進基盤整備事業に係る委託契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月6日 株式会社シンコーフレックス 静岡県浜松市中区西丘町71-5 ¥18,897,900 ¥16,427,198 86.93%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

平成22年度　浮遊式生産システム情報デー
タベース（FPS Base）オンラインサービスの
実施

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月7日 ODS　Petrodata
No3 International Business Park ＃04-30
Nordic European Centre
609927 Singapore

- - 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

-
契約相手先からの要望により、
予定価格及び契約金額を公開し
ない。

「作井技術基礎コース」講師派遣契約 1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月7日 日本海洋掘削株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４番３号

契約事務取扱要
領第３７条第１項
第１号により省
略

¥1,995,000 -

本案件は公募により契約先を募り提出された
提案の内容、提案金額及び業務実施体制等
の点から総合的かつ厳正に審査を行いこれに
より評価の高い同社と随意契約を締結するこ
ととしたものであり、会計規程第37条第4項に
該当するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。

平成22年度次世代観測衛星利用基盤技術
の研究開発（金属資源探査技術の研究開
発）携帯型スペクトルメータの開発調査に関
する委託契約

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月7日 ジオテクノス株式会社 東京都江東区亀戸2丁目22番17号 ¥12,984,300 ¥11,993,396 92.37%
公募の結果、契約先が最も高い評価を得て確
実な業務の履行が可能と認められることから、
会計規程第37条第4項に該当するため。

- -

三次元物理探査船「資源」で使用の物理探
査機器コンパスバードの修理

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月8日 極東貿易株式会社 東京都千代田区大手町二丁目２番１号

契約事務取扱要
領第３７条第１項
第１号により省
略

¥5,971,240 -

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。

平成22年度フェローシップ事業（ｼﾞｬﾊﾟﾝ石油
開発（株）「ＵＡＥ学生石油/地質研修」）の実
施について

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月9日 ジャパン石油開発株式会社 東京都港区赤坂５-３-１　赤坂Bizタワー31F

契約事務取扱要
領第３７条第１項
第１号により省
略

¥7,693,034 -

本事業は企業の申請に基づき実施する研修
事業であり、契約の性質又は目的が競争を許
さないことから、会計規程第37条第4項に該当
するため

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。

平成２１年度国内石油天然ガス基礎調査基
礎物理探査「阿武隈リッジ南部３Ｄ」のデータ
解釈に係る委託業務契約

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月12日 国際石油開発帝石株式会社
東京都港区赤坂五丁目３番１号
赤坂Ｂｉｚタワー

¥124,217,463 ¥124,217,463 100%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、提案金額及び業務実施体制等の点か
ら総合的かつ厳正に審査を行い、これにより
最も評価の高い同社を選定し、その者と契約
するとしたものであり、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

平成22年度次世代地球観測衛星利用基盤
技術の研究開発（金属資源探査技術の研究
開発）に係る反射スペクトルデータを用いた
レアメタル資源探査技術の開発に係る共同
研究

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月12日
独立行政法人産業技術総合
研究所

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

契約事務取扱要
領第37条第1項
第1条により、予
定価格の作成を
省略

¥2,999,997 -
公募の結果、契約先が最も高い評価を得て確
実な業務の履行が可能と認められることから、
会計規程第37条第4項に該当するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額については、
その内訳及び算定方法等を確認
した結果、妥当であると判断した
ことから予定価格の策定を省略。

平成22年度湿式製錬技術開発事業に係る
共同研究契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月12日 公立大学法人大阪府立大学 大阪府堺市中区学園町1-1

契約事務取扱要
領第37条第1項
第1条により、予
定価格の作成を
省略

¥4,994,375 -

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額については、
その内訳及び算定方法等を確認
した結果、妥当であると判断した
ことから予定価格の策定を省略。

平成22年度フェローシップ事業（国際石油開
発帝石（株）「千葉大学理学部　研究生」）の
実施について

１件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月13日 国際石油開発帝石株式会社 東京都港区赤坂５-３-１　赤坂Bizタワー

契約事務取扱要
領第３７条第１項
第１号により省
略

¥3,502,500 -

本事業は企業の申請に基づき実施する研修
事業であり、契約の性質又は目的が競争を許
さないことから、会計規程第37条第4項に該当
するため

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。

平成22年度湿式製錬技術開発事業に係る
共同研究契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月13日 国立大学法人九州大学 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1

契約事務取扱要
領第37条第1項
第1条により、予
定価格の作成を
省略

¥5,008,000 -

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額については、
その内訳及び算定方法等を確認
した結果、妥当であると判断した
ことから予定価格の策定を省略。

平成22年度次世代地球観測衛星利用基盤
技術の研究開発（金属資源探査技術の研究
開発）に係る反射スペクトルデータを用いた
レアメタル鉱床に産する岩石・鉱物の識別技
術開発に係る共同研究

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月15日 国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町

契約事務取扱要
領第37条第1項
第1条により、予
定価格の作成を
省略

¥6,607,755 -
公募の結果、契約先が最も高い評価を得て確
実な業務の履行が可能と認められることから、
会計規程第37条第4項に該当するため。

-

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額については、
その内訳及び算定方法等を確認
した結果、妥当であると判断した
ことから予定価格の策定を省略。

国内石油天然ガス基礎調査事業に係る弁
護士業務・法務コンサルタントの委託契約

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月16日 西村あさひ法律事務所
東京都港区赤坂一丁目１２番３２号
アーク森ビル

¥48,000,000 ¥48,000,000 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -



契約担当役の氏名及び所在地 契約を締結した日 予定価格 契約金額
落札率

(％)
随意契約によることとした理由

再就職の
役員の数

その他必要な事項

第１回メタンハイドレート海洋産出試験にお
ける最適モニタリングシステムの技術検討

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月16日 シュルンベルジェ株式会社
神奈川県相模原市淵野辺
二丁目２番１号

¥64,968,542 ¥64,968,542 100%

本案件は公募により契約先を募り提出された
提案の内容、提案金額及び業務実施体制等
の点から総合的かつ厳正に審査を行いこれに
より最も評価の高い同社と随意契約を締結す
ることとしたものであり、会計規程第37条第4
項に該当するため。

- -

平成22年度ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化希少金属資
源開発推進基盤整備事業に係る委託契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月16日 丸紅テツゲン株式会社 東京都新宿区揚場町1-21 ¥10,552,500 ¥10,290,000 97.51%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

中露石油・天然ガス輸出入を巡る交渉動向
に関する調査委託契約

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月20日 株式会社エイジアム研究所 東京都中央区茅場町2-8-7 ¥18,008,770 ¥17,966,593 99.77%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -

平成22年度国家備蓄倉庫構内作業(除草作
業)

1件
資源備蓄本部長
新井　仁
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月22日 株式会社新日警管財 茨城県水戸市河和田一丁目2395番地の２ ¥1,562,000 ¥1,500,000 96.03%
一般競争入札の結果、落札に至らず不落随
意契約となったことから、契約事務取扱要領
第33条第1項に該当するため。

- -

平成22年度ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化希少金属資
源開発推進基盤整備事業に係る委託契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月22日 日鉄鉱業株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-2 ¥17,944,500 ¥15,953,737 88.91%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当

- -

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手先の商号又は名称及び所在地

源開発推進基盤整備事業に係る委託契約
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 であることから、会計規程第37条第4項に該当

するため。

平成22年度ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化希少金属資
源開発推進基盤整備事業に係る委託契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月23日 豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4-9-8 ¥19,096,350 ¥17,966,558 94.08%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

成22年度希少金属資源開発推進基盤整備
事業に係る委託契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年7月23日 豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4-9-8 ¥18,737,250 ¥17,999,379 96.06%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

平成２１年度国内石油天然ガス基礎調査基
礎物理探査「三陸沖北西３Ｄ」のデータ解釈
に係る委託業務契約

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月26日 ＪＸ日鉱日石開発株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番３号 ¥50,345,202 ¥50,345,202 100%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、提案金額及び業務実施体制等の点か
ら総合的かつ厳正に審査を行い、これにより
最も評価の高い同社を選定し、その者と契約
するとしたものであり、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

メタンハイドレート第１回海洋産出試験にお
けるジオメカニクスと貯留層応答に関する研
究

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年7月28日
シュルンベルジェ株式会社
長岡支店

新潟県長岡市北陽二丁目１４番３０号 ¥2,662,700 ¥2,662,700 100%

本案件は公募により契約先を募り提出された
提案の内容、提案金額及び業務実施体制等
の点から総合的かつ厳正に審査を行いこれに
より最も評価の高い同社と随意契約を締結す
ることとしたものであり、会計規程第37条第4
項に該当するため。

- -

（注）上記項目（再就職の役員数は、経済産業省所管の公益法人を対象）は、国の公表項目に基づく。
平成22年9月3日作成



※該当なし

その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表
（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）（平成２２年７月分）

平成22年9月3日作成


