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件数
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者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
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（単位：円）

契約
種類

見直しの結果 講ずる措置
類型区

分
備考

1 (独）海上災害防止センター
神奈川県横浜市西区みなとみらい三
丁目3番1号

「平成18年度国家石油備蓄基地におけ
る地区緊急時計画策定に関する調査
業務」委託契約の締結について

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 27,847,239 随意契約

独立行政法人海上災害防止センターは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律」により、「排出油の防除のための措置の実施」等を行うことが規定
され、実際の発災時に資源機構と共同で作業を行い得る唯一の専門機関であ
ること、また実際に、海上防災に関する様々な分野の防除手法マニュアルを策
定した実績を有する唯一の機関であり、既に秋田石油国家備蓄基地等に関す
る地区緊急時計画を策定した実績があることから、会計規程第３７条第４項に
該当するため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 4 1

2 (独）海上災害防止センター
神奈川県横浜市西区みなとみらい三
丁目3番1号

「平成18年度国家石油備蓄基地におけ
る海上防災体制の再構築に関する調
査業務」委託契約の締結について

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 35,478,300 随意契約

独立行政法人海上災害防止センターは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律」により、「排出油の防除のための措置の実施」等を行うことが規定
され、実際の発災時に資源機構と共同で作業を行い得る唯一の専門機関であ
ること、また既に平成16年度から海上防災体制の再構築業務について委託し
ていることから、会計規程第３７条第４項に該当するため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 4 1

3 (財）中東協力センター 東京都千代田区九段北1-14-17
中東協力センターに係る賛助会費（平
成18年度）

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年5月1日 1,000,000 随意契約

同センターは、東はアフガニスタンから西はモーリタニアまでの間の西アジア・
北アフリカ諸国を含む22カ国を中東地域としており、賛助会員には中東諸国の
経済プロジェクト等の調査報告書、各国経済法規、「中東諸国投資案件の紹
介」「中東協力センターニュース」等多数の中東に関する出版物、資料が無料
配布され、中東要人の講演会、その他特別講演会、各種セミナーへの招待も
なされる。また、同センターが企画運営する「中東協力現地会議（ウィーン会
議）」、「中東協力会議」、「中東入門講座」、「中東情勢特別講演会」、「中東諸
国投資セミナー」、「中東現地研修セミナー」などに参加できる権利も得られ、
同センター事務局内にある資料室も利用が可能である。実際に同センターの
賛助会員向けの情報は有用なものが多く、タイムリーで石油公団時代から調
査部の中東担当他には有用な情報源となっている。 同センターの提供する情
報を得るためには賛助会員になる以外に方法は無く、機構会計規程第37条第
4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当すると判断されるた
め

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

12 1

4 （財）環日本海経済研究所 新潟県新潟市万代島5番1号
環日本海研究所（ＥＲＩＮＡ）に対する平
成18年度調査及び業務の委託契約に
ついて

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月19日 5,543,822 随意契約

　今回の調査に当たっては、ERINA専属調査員のロシア国内情勢に通暁し、か
つ他の日本人研究者の遥かに及ばない豊富な人脈が必要と判断され、他に
同等の研究員が存在しないことから、同調査員と契約するためには所属する
ERINAとの契約が業務の運営上特に必要があると認められるので、機構会計
規程第37条第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当すると
判断されるため

（会計規程第37条第4項
に該当）

見直しの余地あり（イワノ
フ氏転籍のため）

競争入札に移行 12 1

5 （財）日本エネルギー経済研究所 東京都中央区勝どき1丁目13番1号
財団法人日本エネルギー経済研究所
会費（平成19年度）

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成19年3月8日 2,520,000 随意契約

同研究所は、「国際エネルギー動向の情報収集、分析」、「我が国のエネル
ギー市場、産業の動向分析」、「エネルギー需給予測や分析」等の事業を行っ
ており、国内外のエネルギー関連に精通し、会員向けに定例報告会や月刊誌
等のタイムリーな情報提供を行っている。機構調査部としても、専門外の下流・
需要予測、および石油・天然ガス以外のエネルギー動向を把握するため、十
分な活用価値があると評価できる。同研究所は、国内外のエネルギー関連に
卓越しており、当部にとって不可欠な、非常に活用価値の高い情報提供を会
員サービスとして提供している唯一の団体である。価格の決まっている年会費
を支払う必要があり、契約事務取扱要領第37条1項（１）（特別の事由があるこ
とにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく
困難であると認められるものに係る随意契約）に該当すると判断され、また同
社のサービスの利用にあたっては、同社の会員になる以外には方策がないこ
とから、会計規程第３７条第４項（契約の性質又は目的が競争を許さない場
合）に該当すると判断されるため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

12 1

6
（財）日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所中東研
究ｾﾝﾀｰ

東京都中央区勝どき1丁目13番1号
財団法人日本エネルギー経済研究所
中東研究センター会費（平成19年度）

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成19年3月5日 1,100,000 随意契約

同センターは、中東（北アフリカを含む）の政治、経済およびエネルギー問題を
総合的、実践的に調査、研究する専門機関で、中東の諸問題に関する資料、
データを収集、データベース化している。中東（北アフリカを含む）及びその他
の産油諸国の現状を多角的に分析しながら、その将来を的確に予測し、同時
にこれらに関する機動的な情報の提供を業務とするわが国唯一の機関であ
り、そのデータ提供をメール形式にてタイムリーに受けられる本サービスは同
地域を分析・報告する当部の業務において欠くことの出来ないものと判断され
る。この同センターのサービスを受けるためには、同センターの会員になる以
外には方策がないことから、会計規程第３７条第４項（契約の性質又は目的が
競争を許さない場合）に該当すると判断されるため

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

12 1

7 (財)石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
データベースのバックアップサーバー
の運用にかかる委託契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年4月1日 6,790,659 随意契約

本件でサービスされるデータベースは、外国企業の製品であり、日本国内にお
けるサービスのうちサーバー及びバックアップサーバーの運用については制作
元の外国企業から当該企業にサーバー及びバックアップサーバーの運用管理
に関して業務を代行させる旨の連絡があり、同社が本件に関して唯一の契約
相手先となる。従って、会計規程第37条4項に掲げる、契約の性質または目的
が競争を許さないものにより、随意契約とした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

8 （独）海上技術安全研究所 東京都三鷹市新川六丁目38番1号 ＦＰＳＯシステムに係る安全性評価

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成19年2月27日 29,991,645 随意契約

本委託業務は、特定国営石油会社との共同研究の一部として行われるもので
あり、同社との共同研究契約の中で定められた、日本側の研究担当分野と担
当組織に従って実施されているものである。本契約はこの規定に沿って委託
先と結ばれるものであり、会計規定第37条第4項（契約の性質または目的が競
争を許さない場合）に該当することから同社と随意契約を行うこととした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

9 （独）海洋研究開発機構 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
共同研究契約「フィリピン海の構造形
成史と海底鉱床形成モデルに関する
研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月3日 34,970,501 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

10 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
新しいMH濃集・賦存モデルを考慮した
地化学調査の有効性再検討：追加分
析・解析

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年4月3日 13,180,650 随意契約

同法人は、NEDOのガスハイドレート先導研究を始めとして、メタンハイドレート
研究を長年実施してきており、幅広い分野からの専門的知識、経験を蓄積して
いるが、特に同法人の当該部門は平成14年度～17年度に「地化学調査手法
の適用検討」を担当し、南海トラフ海域における地化学調査の実施を通して、
試料分析、データ解析の実績を持つ。さらに「日本周辺海域MH集積場の地質
学的研究」を行い、日本周辺のメタンハイドレートの濃集・賦存形式に精通して
いる。本研究は、同法人のみが持つ、特に地化学調査手法を必要とし、且つ同
法人が実施した日本周辺海域を対象とする分析の追加業務である為、会計規
程第37条第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当する。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

11 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
共同研究契約「大水深基礎調査（層序
区分調査）に係わる共同研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月10日 11,895,807 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

12 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
共同研究契約「大水深基礎調査（地質
構造調査）に係わる共同研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月18日 11,707,292 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載）

【同一所管公益法人等との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

13 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
共同研究契約「大水深基礎調査（資源
ポテンシャル）に係る共同研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年8月10日 22,789,872 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

14 むつ小川原石油備蓄㈱
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮
字二又５２５－２

国家石油備蓄基地操業に係る業務委
託料

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 6,647,861,448 随意契約

基地施設の操業に当たっては、運転（特に緊急放出体制、能力）、安全防災、
施設管理に係るノウハウ、経験が不可欠で、条件を満たす者は建設直後より
操業を行ってきた国家備蓄会社の組織人員を引き継いだむつ小川原石油備
蓄㈱１社しかない。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
安全操業の維持等に配
慮しつつ、一般競争入札
等を検討。

18 1 C

15 国立大学法人京都大学学長尾池和夫 京都府京都市左京区吉田本町
メタンハイドレート賦存層の岩石物理モ
デルの検討

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年8月18日 4,999,050 随意契約

本研究は、平成16年度までに実施した「数値モデリング手法による岩石物理モ
デルの検討」の成果を受けて実施するものであり、又適用する手法は、同大学
松岡研究室が開発したものであり、他に実施できる組織はない為、会計規程
第37条第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当する。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

16 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
共同研究契約「我が国周辺海域におけ
る鉄・マンガン酸化物の資源ポテンシャ
ル評価に関する基礎研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年8月11日 9,300,000 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

17 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
共同研究契約「コバルトリッチ・クラスト
鉱床中の白金属元素の濃集機構」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年10月10日 2,546,526 随意契約

本共同研究は、過年度（平成１２年度に開始）に蓄積された技術的なノウハウ
に加えて、①コバルト・リッチ・クラストに関する高度の専門性及び学術知見を
有していること、②Beを利用した年代測定について分析の実施と解析の実績を
有することが必要であることから契約相手方を選定。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

18 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号
佐渡南西沖ＭＨ分布海域における海底
面堆積物の地化学分析

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年6月14日 15,708,000 随意契約

同大学松本研究室は、佐渡南西沖のメタンハイドレート調査について豊富な経
験と知識を有し、学会・論文でその成果を発表している世界唯一の組織であ
る。また「メタンハイドレート資源開発コンソーシアム（MH21）」の「地化学調査
の有効性検討」では、海底面近傍試料の地化学分析を担当しており、その分
析能力は確認されている。当該海域についての地化学分析を行うには、当該
海域のメタンハイドレート賦存状況を熟知している必要があり、同研究室以外
に実施できる組織はない為、会計規程第37条第4項（契約の性質又は目的が
競争を許さない場合）に該当する。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

19 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号
共同研究契約「フィリピン海プレートの
形成と発達史ー鳥弧・海溝型、プレー
ム型、混合型ー」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月18日 25,179,220 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

20 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号
共同研究契約「フィリピン海における背
弧海盆の発達過程」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月18日 2,420,000 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

21 国立大学法人東北大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6－3
共同研究契約「日本周辺海域の海山
から採取された炭酸塩岩の堆積学的・
地球化学的研究に基づく礁－」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年8月1日 9,381,625 随意契約

本事業では、2009年5月までに国連に必要な情報を提出するという時限の中で
実施されるものであり、高度な専門性及び学術的知見を必要とする解析が求
められている。そのために十分な計画と実施体制が必須であり、共同研究とい
う形態での求められるテーマの第１人者を選任し取り纏め体制を平成１６年度
に構築。守秘義務等の関係から平成１９年度までの予定で継続して共同研究
を実施。

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

22 国立大学法人東北大学
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番
６号

共同研究契約「黄銅鉱を効率よく浸出
する鉄酸化細菌の分離と特性評価」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月1日 6,605,966 随意契約

事業開始時の平成１６年度に多くの知見、ノウハウ、スタッフを有していること
から共同研究先として決定し、以後継続して研究を行ってきており、技術的蓄
積を継続的に反映させることが不可欠であるため。 会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

23 深海資源開発（株）
東京都中央区日本橋堀留町一丁目3
番15号

平成１８年度深海底鉱物資源調査委
託契約

花角和男　金属鉱害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年4月1日 273,994,725 随意契約

コバルト・リッチ・クラスト鉱床調査には深海用ボーリングマシン、アームドレッ
ジ、大口径コアラー等を使用する必要がある。当該装備全てを有し、且つ、調
査に必要な技術（高波高時における長期定点保持等）を有する船員を擁する
のは第２白嶺丸のみである。
深海資源開発株式会社（ＤＯＲＤ）は、深海底鉱物資源の探鉱、開発を目的と
して設立された我が国唯一の企業である。ＤＯＲＤは、昭和５５年の第２白嶺丸
就航以来同船を使用してきており、第２白嶺丸を使用したコバルト・リッチ・クラ
スト鉱床調査を遂行するノウハウを有するのはＤＯＲＤのみである。
また、平成１９年度調査には、第２白嶺丸に搭載された深海用ボーリングマシ
ンを使用しなければならず、当該調査に必要なノウハウを有するのもＤＯＲＤの
みである。
以上の理由により、同社を契約相手として選定

会計規程第37条第4項 その他 企画競争の実施を予定 18 1 C

24 日本地下石油備蓄（株） 東京都港区芝大門１－１－３０
国家石油備蓄基地操業に係る業務委
託料

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 8,726,877,000 随意契約

基地施設の操業に当たっては、運転（特に緊急放出体制、能力）、安全防災、
施設管理に係るノウハウ、経験が不可欠で、条件を満たす者は建設直後より
操業を行ってきた国家備蓄会社の組織人員を引き継いだ日本地下石油備蓄
㈱１社しかない。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
安全操業の維持等に配
慮しつつ、一般競争入札
等を検討。

18 1 C

25 （財）日本エネルギー経済研究所 東京都中央区勝どき１－１３－１
日露エネルギー協力に関わる調査業
務コンサルタント契約について（日本エ
ネルギー経済研究所）

理事  大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年6月1日 4,432,213 随意契約

本契約は、METIに対する日露エネルギー協力に係る情報提供を目的とするも
のであるが、その内容は多岐にわたり敏速且つ確度の高い情報調査が求めら
れるため、想定される情報分野に応じて、十分な情報量を有し、迅速に対応し
得る体勢を備えた企業と契約する必要がある。このため、過去において業績を
持ち、露事情に精通しておりかつ事業実績のある企業と随意契約を行うことと
した。(会計規程第7章契約　　第37条)

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他 企画競争の実施を予定 18 1 c

26 （財）日本情報処理開発協会
東京都港区芝公園三丁目5番8号機械
振興会館内

パイカネット運用管理支援業務
資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月1日 6,300,000 随意契約

会計規程第37条4号　　「契約の性質が競争を許さない場合」　　　　　　業者選
定理由
本業務は既存システムの保守メンテナンス作業であるため、過去10年以上に
わたって開発・修正を行ってきた本システムの開発業者が最も理解しており本
業務実施に適している。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

18 1 E

27
日鉱探開・日陽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・電源開発
施工監理共同企業

東京都港区虎ノ門二丁目７番１０号
倉敷基地　施工監理業務（平成１８年
度）

資源備蓄本部長  半左　憲二
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年9月19日 828,450,000 随意契約

当該共同企業体は、倉敷国家石油ガス備蓄基地の建設工事発注に先立って
実施した土木実施設計業務、設備詳細設計業務、欧州保安基準の導入を柱と
した仕様変更に伴う設備詳細設計業務、さらには建設工事発注後の設備設計
照査業務を実施した企業体を構成会社としており、現時点において地下基地
設計のノウハウ、特殊性等を十分に把握している唯一の組織であるため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

18 1 E

28 （財）石油開発情報センター 東京都千代田区西神田３－１－６
「ロシア主要ガス田の技術調査」に関
わる委託契約

理事  大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年4月7日 77,028,959 随意契約

ロシア上流協力に係る技術評価・分析を実施していくに当たり、既往の技術評
価結果を活用することから、既往作業に従事してきた者に実施させることが、
評価の連続性、一貫性の観点からも望ましく、作業効率、作業費用面からも効
率的に実施し得る。(会計規程第7章契約　　第37条)

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

15 4 E
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【同一所管公益法人等との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

29 (独）海上災害防止センター
神奈川県横浜市西区みなとみらい三
丁目3番1号

「平成１８年度タンカー用排出油防除資
材の整備に関する業務」委託契約の締
結について

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 15,459,015 随意契約

独立行政法人海上災害防止センターは、タンカー用排出油防除資材の保有、
維持管理を行う能力を有し、資材備付基地業務の運営ノウハウを有しているだ
けでなく、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」により、「排出油の
防除のための措置の実施」等を行うことが規定され、実際の発災時に資源機
構と共同で作業を行い得る唯一の専門機関であることから、会計規程第３７条
第４項に該当するため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるをえ
ないもの

1 5 E

30 (独）海上災害防止センター
神奈川県横浜市西区みなとみらい三
丁目3番1号

「平成18年度串木野国家石油備蓄基
地周辺海域における臨時防災訓練に
関する業務」委託契約の締結について

資源備蓄本部長  半左　憲二
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年9月1日 5,187,802 随意契約

本業務は、より発災時に即した状態で実施することで実際に即した訓練効果が
期待できるため、現に陸上基地を管理していることに加え、法令の定めにより
発災時に資源機構と共同で防除作業を行うこととなる専門機関へ委託すること
が必要不可欠である。これら条件を満たす機関は、唯一海上災害防止セン
ターに限られ、会計規程第３７条第４項に該当するため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

その他
随意契約によらざるをえ
ないもの

1 5 E

31 北海道石油共同備蓄㈱ 東京都新宿区西新宿5-1-14 通油料（苫小牧東部基地）
資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 313,129,405 随意契約

立地条件及び当該設備を所有している特定の者でなければ履行できないので
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。 （会計規程第37条第4項

に該当）
その他

随意契約によらざるを
得ないもの

5 9 E

32 （財）海外技術者研修協会 東京都足立区千住東１－３０－２
平成17年度　イラク特別研修に係る導
入研修及び宿泊施設等提供業務に係
る業務委託契約

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年9月1日 8,965,406 随意契約

契約の性質又は目的から、専門的な知見・ノウハウ・技術並びに過去の経験
を有する者でなければ履行できないので、競争を許さないことから会計規程第
３７条第４項に該当するが、研修実施時期の間隔が全くなかったため、プロ
ポーザル方式を取ることが出来ず止む無く随意契約とした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

33 （財）日本産業技術振興協会 茨城県つくば市東1-1-4　中央第4-10
「知的財産に関する業務推進改善のた
めの調査」に係る委託契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年9月20日 9,922,043 随意契約

知的財産権に関する調査に精通しかつ専門的な知識、分析等を要する業務の
ため会計規程第３７条第4項（契約の性質もしくは目的が競争を許さない場合）
に該当するため

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

34 （財）日本情報処理開発協会
東京都港区芝公園三丁目5番10号機
械振興会館内

石油備蓄管理情報ネットワークの原油
管理機能強化業務委託契約の締結に
ついて

資源備蓄本部長  半左　憲二
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成19年2月21日 1,436,400 随意契約

既存システムの機能強化作業であるため、過去10年以上にわたって開発・修
正を行ってきた本システムの開発業者が過去との連続性を最も理解しており
本業務実施に適しているため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

35 （独）海上技術安全研究所 東京都三鷹市新川六丁目38番1号
平成１８年度「開発・生産システムに関
する研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年4月12日 11,054,984 随意契約

特定国営石油会社との共同研究において、研究進捗の管理支援、他の委託
先の研究内容、進捗の評価をより効率的にかつ、円滑に行うためには、海洋
石油開発に関する専門的な知識が必要とされ、かつ海外の海洋石油開発事
業に対する見識と能力が必要である。特に対象研究が、特定の国営石油会社
との共同研究であることから、同国営石油会社からの調査・研究受託実績、当
該国大学との研究協定を締結しており、当該国の石油産業に関する理解を有
することがプロジェクトの円滑かつ効率的な実施には大きな利点となる。当該
企業はこれらの条件を満たす唯一の会社であり、会計規定第37条第4項（契約
の性質または目的が競争を許さない場合）に該当することから同社と随意契約
を行うこととした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

36 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
特殊環境下での原油の特性に関する
研究

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年12月27日 1,500,000 随意契約

当該実験にあたっては、本件で採用する実験手法の経験が必要不可欠であ
る。共同研究先の当該企業は、十分な研究実績を持つと共に十分な知識を持
つ。また、現在、当方の仕様に適合する特殊環境の再現する為の装置の改造
等の柔軟な対応ができる唯一の研究機関である。（会計規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

37 国立大学法人岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目１８番８号
共同研究契約「炉内雰囲気、スラグ還
元度測定法の確立」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月1日 3,007,140 随意契約

有識者による委員会により研究テーマ及び共同研究先を決定したことに加え
て、共同研究先が同テーマについて多くの知見、ノウハウ、スタッフを有してい
ると判断されたため。

会計規程第37条第4項 終了 終了 18 1

38 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号

共同研究契約「ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車用廃棄
二次電池からの回収負極材の溶解に
よる再資源化及びその前処理技術の
開発」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月1日 3,500,000 随意契約

有識者による委員会により研究テーマ及び共同研究先を決定したことに加え
て、共同研究先が同テーマについて多くの知見、ノウハウ、スタッフを有してい
ると判断されたため。

会計規程第37条第4項 終了 終了 18 1

39 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号
石油開発における微生物腐食に関す
る研究

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年10月20日 3,250,000 随意契約

当該研究は、共同研究先として、前述の通り、複雑な微生物代謝を通じての腐
食メカニズムを解明しうるため微生物工学関係に充分な知見を持つとともに、
石油開発業界の腐食現場とその状況に関して知識を有することが必要不可欠
である。腐食関係のコンサルや研究者は存在するものの、本研究の鍵である
微生物工学に関する知見を有する外部機関、研究機関は上記、契約先のみで
ある。（会計規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

40 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号
「非定常カッティングストランスポートシ
ミュレータの開発」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年10月2日 1,800,000 随意契約

委託者は、「非定常カッティングストランスポートシミュレータ」の開発元であり、
また昨年度までの同シミュレータの開発・改良作業での共同研究先である。
よって、本研究を共同研究として効率よく実施できるのは同大学院工学系研究
科をおいて他にない。また、国内の石油鉱業に係わる学術界の分野において
広く活躍されており、同研究の主旨及び必要性についての理解も大きい（会計
規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

41 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号
｢地下深部微生物の増殖と有用ｶﾞｽ産
生産に関連する代謝系移行ﾌﾟﾛｾｽの解
明｣に係る共同研究契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年12月19日 4,982,145 随意契約

本研究は東京大学からの提案による研究であることから、東京大学以外との
実施にはなじまない。また、東京大学は研究に必要な微生物の代謝システム
の分析と石油工学のいずれの分野においても、当該研究を遂行する研究機関
として十分な実績、専門性、研究設備を有している。
すなわち、専門的な知見･ノウハウ･技術並びに過去に実績を有する者による
特定目的のための共同研究で、競争を許さないことから会計規則第３７条第４
項に該当するため随意契約とする。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

42 国立大学法人東北大学
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6号6
番

堆積軟岩層を対象とした応力環境評価
技術の開発

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年10月2日 4,448,787 随意契約

本業務は｢平成18年度大学･公的機関等を対象とする委託研究」に対して同大
学より提案されたものであり、研究の詳細に関するアイディアは同大学が保持
しており、会計規程第37条第4項に該当する。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

43 国立大学法人東北大学
宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番
１号

共同研究契約「溶解スラグ中金属塩素
化合物の揮発挙動に関する研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月7日 3,895,120 随意契約

有識者による委員会により研究テーマ及び共同研究先を決定したことに加え
て、共同研究先が同テーマについて多くの知見、ノウハウ、スタッフを有してい
ると判断されたため。

会計規程第37条第4項 終了 終了 18 1

44 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目
共同研究契約「コバルト・リッチ・クラス
トと基盤岩の分離に関する基礎研究」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月18日 3,090,150 随意契約

平成１７年度において、コバルト・リッチ・クラストの選鉱に係る調査研究を実施
することとし、本研究に係る既存の調査・研究例は少なく、技術も確立されてい
ないため、共同研究により実施することとし、１８年度においても本テーマに基
づいた共同研究を継続することを決定。

会計規程第37条第4項 その他
平成19年度をもって終了
予定

18 1

45 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北８条西５丁目

共同研究契約「円筒型、角型電池の物
理選別処理過程で粉砕・破砕時に生じ
た微粉等からの正極材、負極材の回
収」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月11日 3,088,270 随意契約

有識者による委員会により研究テーマ及び共同研究先を決定したことに加え
て、共同研究先が同テーマについて多くの知見、ノウハウ、スタッフを有してい
ると判断されたため。

会計規程第37条第4項 終了 終了 18 1

46 国立大学法人北海道大学 札幌市北区北13条西8丁目
殿物減容化技術調査研究に係る共同
研究

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月18日 3,000,000 随意契約

共同研究は平成17年度から2カ年計画で開始したものであり、平成18年度の
研究内容が平成17年度の結果の上に行うものであるため、平成17年度に共同
研究を行った北海道大学以外では実施できない。 会計規定第37条第4項 見直しの余地あり

競争入札に移行(総合評
価)
(19年度契約から)

18 1
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

47 （財）国際鉱物資源開発協力協会 東京都港区赤坂9-5-24
業務委託契約締結（共同資源開発基
礎調査）

金属資源開発支援本部長
逆瀬川　敏夫
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年5月12日 38,726,688 随意契約

本調査は、広範囲の対象地域から短期間で鉱床ポテンシャルを評価する必要
があるため、その実施にあたっては、金属鉱物資源に関する幅広い知識と経
験及び海外における情報収集、解析の能力、特定の鉱床タイプに限定される
ことなく、あらゆる鉱床タイプを想定した知識と実践的な経験が必要とされる。
調査結果は、鉱区を保有する海外法人との共同資源開発基礎調査の案件選
定に直接関係する重要な判断材料となることから、契約相手方は、調査内容、
取得データの公正性及び中立性を十分に担保できる者でなければならない。
（財）国際鉱物資源開発協力協会は、広域的な地域から短期間で有望地区を
抽出するための専門的な技術として、特定の鉱床タイプに特化することなく、あ
らゆる金属鉱物資源に関する幅広い知識と経験を持ち、かつ海外における情
報収集、解析能力を有した経験年数に富む専門家を雇用している。さらに、公
益法人の性質上、調査結果に関する公正性及び中立性を担保できる唯一の
機関であることから、当機構会計規程第３７条第４項に規定される「契約の性
質または目的が競争を許さない場合」に該当することから随意契約とした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 1

48 （財）国際鉱物資源開発協力協会 東京都港区赤坂9-5-24 業務委託契約締結(広域)
金属資源開発支援本部長
逆瀬川　敏夫
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年5月12日 113,981,337 随意契約

本調査は、広範囲の対象地域から短期間で鉱床ポテンシャルを評価する必要
があるため、その実施にあたっては、金属鉱物資源に関する幅広い知識と経
験及び海外における情報収集、解析の能力、特定の鉱床タイプに限定される
ことなく、あらゆる鉱床タイプを想定した知識と実践的な経験が必要とされる。
調査結果は、鉱区を保有する海外法人との共同資源開発基礎調査の案件選
定に直接関係する重要な判断材料となることから、契約相手方は、調査内容、
取得データの公正性及び中立性を十分に担保できる者でなければならない。
（財）国際鉱物資源開発協力協会は、広域的な地域から短期間で有望地区を
抽出するための専門的な技術として、特定の鉱床タイプに特化することなく、あ
らゆる金属鉱物資源に関する幅広い知識と経験を持ち、かつ海外における情
報収集、解析能力を有した経験年数に富む専門家を雇用している。さらに、公
益法人の性質上、調査結果に関する公正性及び中立性を担保できる唯一の
機関であることから、当機構会計規程第３７条第４項に規定される「契約の性
質または目的が競争を許さない場合」に該当することから随意契約とした。

（会計規程第37条第4項
に該当）

見直しの余地あり

競争入札に移行（総合評
価）
（平成19年度に企画競
争・公募を実施。平成20
年度以降、総合評価によ
る一般競争に移行）

18 1

49 （財）日本エネルギー経済研究所 東京都中央区勝どき1丁目13番1号
「我が国上流業界の国際競争力向上
のスタディ」に係る平成１8年度調査契
約について

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年11月15日 9,320,280 随意契約

本調査内容の専門性の高さに鑑み、調査実施にあたっては石油産業の上流・
下流に幅広い知識を有する専門的なファシリテーションの教育を受けた人物の
マネジメントが不可欠である。本事業を請け負う（財）日本エネルギー経済研究
所の角和氏は、RD/Shell本社においてシナリオプラニングを業としていた経験
を有し、本邦においては同氏を除いて本業務を遂行するのに十分な経験・実績
を有する人物はいない。また、予定しているワークショップ中の使用言語は、意
見のくみ上げを容易にすることから日本語の使用を予定している。したがって、
外国人をファシリテータ-として請け負わせることは困難であることから、同氏以
外をもって本事業の遂行は不可能である。本事業を遂行するためには、角和
氏の所属する（財）日本エネルギー経済研究所に請け負わせるしか他に方策
がないことから、会計規程第３７条第４項（契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）に該当すると判断されるため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

見直しの余地あり 競争入札に移行 18 1

50 （財）石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
「ロシア東部沖合いの探鉱ポテンシャ
ル評価作業(ﾌｪｰｽﾞ2)｣委託契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年12月27日 99,624,846 随意契約

フェーズ1作業の実施者への継続委託であり、フェーズ1作業におけるノウハウ
が必要であり、会計規程第３７条第４項（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に該当する。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 15 4

51 （財）石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
平成18年度｢ﾛｼｱ南部の詳細評価作
業｣に関する業務委託契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年10月23日 55,198,964 随意契約

ロシア国家機密法に関連して極めて厳格な情報統制が必要であるため、委託
先は限定せざるを得ない。ロシア関連プロジェクトに関する油ガス田評価作業
は継続性が必要不可欠であり、当該企業は継続性を確保して評価作業を実施
できる唯一の委託先。（会計規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 15 4

52 （財）石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
平成18年度「ロシア東部の詳細地質評
価作業」委託

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成18年12月12日 74,204,886 随意契約

ロシア国家機密法に関連して極めて厳格な情報統制が必要であるため、委託
先は限定せざるを得ない。ロシア関連プロジェクトに関する油ガス田評価作業
は継続性が必要不可欠であるが、当該企業は継続性を確保して評価作業を実
施できる唯一の委託先。（会計規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 15 4

53 (財)石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
「ロシアのフラクチャー型貯留層の地質
モデル検討作業」に関する業務委託契
約締結について

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番
２号

平成19年1月23日 42,344,540 随意契約

ロシア国家機密法に関連して極めて厳格な情報統制が必要であるため、委託
先は限定せざるを得ない。ロシア関連プロジェクトに関する油ガス田評価作業
は継続性が必要不可欠であるが、当該企業は継続性を確保して評価作業を実
施できる唯一の委託先。（会計規程第３７条第４項）

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 15 4

54 (独）海上災害防止センター
神奈川県横浜市西区みなとみらい三
丁目3番1号

「平成18年度九州地区国家石油備蓄
基地周辺海域における防災に関する
基本業務」委託契約の締結について

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年4月3日 133,509,276 随意契約

独立行政法人海上災害防止センターは、現に陸上保管基地を管理しており、
海上防災に関する専門的な知識・経験を豊富に有していることに加え、「海洋
汚染等及び海上災害の防止に関する法律」により、「排出油の防除のための
措置の実施」等を行うことが規定され、実際の発災時に資源機構と共同で作業
を行い得る唯一の専門機関であることから、会計規程第３７条第４項に該当す
るため。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 4 5

55 住鉱コンサルタント（株） 東京都台東区池之端2-9-7
Ｈ17年度海外地質構造調査ソロモン・
チョイスル島東部地域（地質調査）

金属資源開発支援本部長
逆瀬川　敏夫
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年6月8日 128,100,000 随意契約（不落随契）
一般競争入札の結果、不落随契 ・会計規程第３７条第５

項
・契約事務取扱要領第33

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競
争）
（20年度契約から）

16 5

56 住鉱コンサルタント（株） 東京都台東区池之端2-9-7
H17年度海外地質構造調査ｿﾛﾓﾝ・ﾁｮｲ
ｽﾙ島東部地域（地質調査、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調
査及び環境基礎調査）

金属資源開発支援本部長
逆瀬川　敏夫
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年11月1日 152,775,000 随意契約（不落随契）
一般競争入札の結果、不落随契 ・会計規程第３７条第５

項
・契約事務取扱要領第33

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競
争）
（20年度契約から）

16 5

57 日鉱探開（株） 東京都港区虎ノ門二丁目７番１０号
調査請負契約(資源・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ/ｶｼﾞｮﾝ
地域　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査)

金属資源開発支援本部長
逆瀬川　敏夫
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年8月9日 57,750,000 随意契約（不落随契）
一般競争入札の結果、不落随契 ・会計規程第３７条第５

項
・契約事務取扱要領第33

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競
争）
（20年度契約から）

16 5

58 （財）日本情報処理開発協会
東京都港区芝公園三丁目5番9号機械
振興会館内

石油備蓄管理情報ネットワークの原油
管理機能強化業務委託契約
 
 

資源備蓄本部長  増田　聰博
神奈川県川崎市幸区大宮町
１３１０番

平成18年6月28日 1,436,400 随意契約

①2社へ見積もりを依頼した結果、同社の方が低価格であった。　　　　②既存
システムの機能強化作業であるため、過去10年以上にわたって開発・修正を
行ってきた本システムの開発業者が過去との連続性を最も理解しており本業
務実施に適している。

（会計規程第37条第4項
に該当）

終了 終了 18 7

59 住鉱コンサルタント（株） 東京都台東区池之端２丁目９番７号
平成18年度休廃止鉱山情報整備業務
（第二水準鉱山データ作成作業）

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年6月28日 1,029,000 随意契約
当時の少額随契基準額未満 会計規定第37条第5項、

契約事務取り扱い要領
第32条第1項

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競
争)
(19年度契約から)

18 7

60 （財）海外技術者研修協会 東京都足立区千住東１丁目３０－１
イラク特別研修「最新の探鉱ｺｰｽ」に係
る導入研修及び宿泊施設等提供業務
に係る業務委託契約

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成19年2月5日 9,896,343 企画競争・公募

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
れるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

61 （財）海外技術者研修協会  東京都足立区千住東１－３０－１
平成17年度　イラク特別研修に係る導
入研修及び宿泊施設等提供業務に係
る業務委託契約

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年10月2日 14,922,406 企画競争・公募
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
れるため。

（会計規程第37条第5項
に該当）

終了 終了 18 9

62 （財）海外技術者研修協会 東京都足立区千住東１－３０－１
平成17年度　イラク特別研修に係る導
入研修及び宿泊施設等提供業務に係
る業務委託契約

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月3日 21,721,462 企画競争・公募
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
れるため。

（会計規程第37条第5項
に該当）

終了 終了 18 9
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63 （財）国際開発センター 東京都品川区東品川4-12-6
平成18年度中東産油国の石油関連人
脈及び投資環境調査に係る委託契約

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年12月15日 9,467,422 企画競争・公募

発注先の選定条件は、(1)国内トップレベルの中東専門家と広範かつ密接なコ
ネクションを有し、当該専門家との委員委嘱契約が可能であること、(2)委嘱委
員及び必要に応じ所属スタッフ（当該地域・分野における高い情報収集力と分
析能力を有することが条件）による調査業務をコーディネートできること、など
の条件を満たすことが必要と考えられ、これらの条件を満たす機関として、
（財）国際開発センター、（財）日本エネルギー経済研究所中東研究センター、
（財）中東調査会、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所、の4
機関を発注先候補として選定した。業務の省力化を優先し、ホームページには
よらずして、プロポーザルの内容で当財団を選定した。

（会計規程第37条第5項
に該当）

見直しの余地あり 競争入札に移行 18 9

64 （財）国際資源大学校
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館
9-3

「鉱物資源分野の人材育成に係る研究
会｣業務

金属資源開発支援本部長　逆瀬川　敏
夫　　　　　　　　　神奈川県川崎市幸区
大宮町1310番

平成18年8月24日 2,974,068 企画競争・公募

業務のノウハウを有している外部専門家に広く公募することにより本業務の目
的を高度に達成し、効率的かつ効果的に実施することが出来るため。 （会計規程第37条第5項

に該当）

20年度以降当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

終了 18 9

65 （財）産業創造研究所 東京都文京区湯島一丁目６番８号
ＩＴＯ透明電極からのインジウムの回収
に関する技術調査

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年10月3日 6,998,250 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

66 (財)石油開発情報センター 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
平成18年度「海外石油・天然ガスの探
鉱･開発に関する技術情報収集及び分
析ﾃﾞｰﾀ提供作業」に関する委託業務

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年11月13日 77,639,682 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

67 （財）日本エネルギー経済研究所 東京都中央区勝どき1丁目13番1号
「天然ガス関係資料作成調査」に係る
請負契約

石油・天然ガス開発支援本部長
大塚　俊道
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年5月1日 5,290,311 企画競争・公募

専門性の高い天然ガスに関する調査業務への経験の豊富さ、石油公団、機構
における実績、本邦企業の評判等をもとに選定することとしたため一般競争に
馴染まないと判断し、3社（みずほ総研、エネ研、日本エネルギー学会）を候補
先として選定し、プロポーザル方式により選定したため、随意契約となったも
の。さらにその専門性（ビジネスの特殊性、技術的知識等）の高さから業務の
効率化を考慮し、HPではなく指名提案型の形式を採用した。

（会計規程第37条第5項
に該当）

見直しの余地あり 競争入札に移行 18 9

68 （社）特殊金属備蓄協会
東京都中央区に日本場茅場町三丁目
2番地10号

平成18年度レアメタルのリサイクル流
通状況調査

金属資源開発支援本部長　逆瀬川　敏
夫　　　　　　　　　神奈川県川崎市幸区
大宮町1310番

平成18年11月6日 3,947,741 企画競争・公募

企画競争方式で広く公募することにより本調査の目的を高度に達成し、効率的
かつ効果的に実施することが出来るため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
その他

20年度以降当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

18 9

69 （社）特殊金属備蓄協会
東京都中央区日本橋茅場町三丁目２
番１０号

平成18年度希少金属鉱産物備蓄7鉱
種の動向等調査に係る委託契約書

資源備蓄本部　　半左　憲二
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月1日 20,976,010 企画競争・公募

社団法人特殊金属備蓄協会会員企業及び関係団体等の有識者より成る調査
委員会を組織して需給動向・在庫状況等を情報収集する等、同協会しか実施
し得ない内容が含まれている。

（会計規程第37条第5項
に該当）

その他 公募を実施 18 9

70 （社）日本メタル経済研究所 東京都港区虎ノ門２-６-４
平成18年度非鉄金属鉱物資源需給構
造分析調査

金属資源開発支援本部長　逆瀬川　敏
夫　　　　　　　　　神奈川県川崎市幸区
大宮町1310番

平成18年9月15日 26,056,800 企画競争・公募

調査・分析に係る多岐にわたる情報やノウハウを有している外部専門家に広く
公募することにより本調査の目的を高度に達成し、効率的かつ効果的に実施
することが出来るため。

（会計規程第37条第5項
に該当）

見直の余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

18 9

71 （社）日本メタル経済研究所
東京都港区虎ノ門二丁目６番４号　第
１１森ビル

平成18年度レアメタルの備蓄検討調査
に係る委託契約書

資源備蓄本部　　半左　憲二
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月24日 9,792,090 企画競争・公募

社団法人日本メタル経済研究所会員企業から調査対象鉱種に係る最終製品・
用途に係る技術開発、新規素材開発等動向に係る情報等を収集する等、同研
究所しか実施し得ない内容が含まれている。

（会計規程第37条第5項
に該当）

その他 公募を実施 18 9

72 （大）東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号
平成18年度大学・公的機関を対象とす
る委託研究｢ﾍﾞｰｽﾝﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞを用いた地
層圧力予測手法の高度化」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年4月3日 2,240,700 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

73 （独）海上技術安全研究所 東京都三鷹市新川六丁目38番1号
平成18年度提案公募大型研究「大水
深海洋石油生産ｼｽﾃﾑのﾗｲｻﾞｰ挙動予
測技術及び数値水槽の開発」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成19年1月9日 99,054,914 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

74 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
平成17年度提案公募「メタンの海洋生
態系による固定・消費メカニズムの定
量的把握に関する基礎的研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年4月3日 9,660,000 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

75 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
平成18年度提案公募「メタンの海洋生
態系による固定・消費メカニズムの定
量的把握に関する基礎的研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成19年3月30日 14,973,000 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

76 （独）産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
共同研究契約「コバルト・リッチ・クラス
トの微地形把握と採鉱技術の基礎的
検討」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年6月14日 5,136,600 企画競争・公募

当該事業の一環として、採鉱技術に係わる調査研究を開始することとし、研究
テーマを大学・研究機関等を対象とした公募により契約相手方を選定。 （会計規程第37条第5項

に該当）
平成19年度をもって終了
予定

終了 18 9

77 （独）産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関一丁目３番１
号

共同研究契約「小型燃料電池リサイク
ルに係わるＰＧＭ濃縮技術の調査研
究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月29日 4,080,000 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

78 （独）産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関一丁目３番１
号

共同研究契約「レアアース系蛍光体の
高効率リサイクルシステム開発に係る
調査研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月29日 6,130,000 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

79 （独）産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関一丁目３番１
号

共同研究契約「レアアース磁石からの
有価金属高効率回収システム開発に
関する調査研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月29日 7,150,000 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

80 （独）産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関一丁目３番１
号

共同研究契約「排ガス触媒からの高選
択ロジウム分離法に関する調査研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年9月29日 6,010,000 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

81 （独）産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関一丁目３番１
号

共同研究契約「循環型社会における非
鉄金属リサイクルのライフサイクルで
の二酸化炭素排出量評価」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年10月20日 7,025,000 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

82 国立大学法人秋田大学 秋田県秋田市手形学園町１番１号
共同研究契約「銅鉱石の浸出基礎試
験とカラム浸出試験への適用条件に関
する研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年8月17日 4,593,628 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
その他

１９年度の研究成果によ
り継続を検討

18 9

83 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号
共同研究契約「亜鉛蒸気処理による貴
金属の高速浸出技術に関する検討」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年10月30日 8,500,214 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

84 国立大学法人京都大学学長尾池和夫 京都府京都市左京区吉田本町
平成18年度大学委託研究｢ｽﾗｽﾄ帯深
部に伏在するﾎﾙｽﾄ構造（DHT）の補捉
に関するﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞとｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発｣

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年9月29日 4,990,104 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

85 国立大学法人京都大学学長尾池和夫 京都府京都市左京区吉田本町
平成18年度大学委託研究｢ﾌﾗｸﾁｬｰの
浸透率ﾃﾝｿﾙ及び相対浸透率評価に関
する研究｣

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年9月29日 3,501,750 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

86 国立大学法人京都大学学長尾池和夫 京都府京都市左京区吉田本町
平成18年度提案公募大型研究『石油･
天然ｶﾞｽ探鉱を目的とする実用的な時
間領域電磁探査ｼｽﾃﾑの開発研究』

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成19年2月22日 46,106,492 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9
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87 国立大学法人九州大学
福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1
号

平成18年度大学委託研究「流体流動
電位法による地中貯留CO2のイメージ
ング」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年10月30日 3,804,832 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

88 国立大学法人静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836
18年度大学委託研究「ｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ水
蒸気改質及びｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ直接合成に
適した触媒の研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年9月28日 4,988,886 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

89 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目３番１号
平成18年度大学委託研究「熱分解起
源ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄﾞ含有堆積物の無機およ
び有機地球科学的研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年10月30日 4,999,984 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

90 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号
共同研究契約「海山のｺﾊﾞﾙﾄ・ﾘｯﾁ・ｸﾗ
ｽﾄから白金を中心とした有価金属を直
接浸出回収する方法」

花角和男　金属公害防止支援等本部
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成18年7月3日 2,483,250 企画競争・公募

当該事業の一環として、採鉱技術に係わる調査研究を開始することとし、研究
テーマを大学・研究機関等を対象とした企画競争により契約相手方を選定。 （会計規程第37条第5項

に該当）
平成19年度をもって終了
予定

終了 18 9

91 国立大学法人東北大学
宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番
１号

共同研究契約「Nd-Fe-B系希土類磁石
リサイクルへの湿式プロセスの適用可
能性に関する調査研究」

金属鉱害防止支援等本部長　花角和
男
神奈川県川崎市幸区大宮町1310

平成18年10月10日 6,159,610 企画競争・公募

企画競争を行い、応募に対して技術評価を実施した結果、事業の目的が達成
されると判断したため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

92 国立大学法人東北大学(受託）
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6号6
番

平成18年度大学委託研究「ﾋﾞﾁｭﾒﾝ等
超重質油のｵﾝｻｲﾄ改質を目的とした水
熱反応における水からの水素供給」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年10月20日 4,999,417 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

93 国立大学法人東北大学(受託）
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6号6
番

平成18年度大学委託研究「ＡＥによる
石油・天然ｶﾞｽ貯油層内ﾌﾗｸﾁｬｰ分布超
解像ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ法の開発」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年10月20日 4,999,417 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

94 国立大学法人東北大学(受託）
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6号6
番

平成18年度大学委託研究「き裂型石
油・ｶﾞｽ貯留岩の適正生産ﾌﾟﾛｾｽ予測
の為のき裂内流体特性の評価」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年10月20日 4,999,417 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

95 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目
平成18年度大学委託研究「埋没式冷
却ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝと周辺地盤の相互作用
に関する実験的研究」

契約担当役
石油・天然ガス探鉱・開発技術本部長
杉山　公一
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番

平成18年9月28日 2,527,901 企画競争・公募

企画競争の結果、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
認められるため。 （会計規程第37条第5項

に該当）
終了 終了 18 9

96 住鉱コンサルタント（株）
東京都台東区池之端2-9-7池之端日
殖ﾋﾞﾙ

「平成18年度レアアース資源開発調
査」業務

金属資源開発支援本部長　逆瀬川　敏
夫　　　　　　　　　神奈川県川崎市幸区
大宮町1310番

平成18年10月31日 3,073,384 企画競争・公募

調査・分析に係る多岐にわたる情報やノウハウを有している外部専門家に広く
公募することにより本調査の目的を高度に達成し、効率的かつ効果的に実施
することが出来るため。

（会計規程第37条第5項
に該当）

20年度以降当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

終了 18 9

合　計 18,636,489,488

（注８）随契理由は具体的詳細に記入したが、下記理由により機構の業務遂行上問題が発生する可能性がある案件については、固有名称、地名等を伏せている等案件名の簡略化している。
　　①我が国政府や機構の戦略が公知される、あるいは推測される危険性のあるもの
　　②特定国、特定プロジェクトのデータ取得やそれを推測できるもの
　　③先方政府や企業、大学（コンソーシアム含む）等との関係から情報の流出を防ぐため秘匿すべきもの
　　④企業等から他の取引に影響を与えかねないため先方より非公表の意志が示されたもの
　　⑤人的情報が得られるもの

（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載している。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
　　　・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの）を除く。）のうち、「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約
を記載する。なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項及び第３項に規定する法人を指している。

（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載している。

（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載している。

（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。なお、平成18年度に不落・不調随意契約で
あったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類している。

（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載している。

（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類している。


