
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札の見直しの状況（公共工事）

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

様式７－１



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約の見直しの状況（公共工事）

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

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

随意契約によるこ
ととした業務方法書
又は会計規定等の
根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

様式７－２



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

平成２３年度ロケットエンジン解析用計算機設備の維持管
理等業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 4830円／時間単位 - 特財 国所管 1 単価契約

ロケットエンジンシステ
ム及びシミュレーション
に関する研究開発に
係る計算機設備の維
持管理等を目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有

平成２３年度ＩＳＳ科学プロジェクト室フライト実験プロジェ
クトに関わる業務支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 29,925,000 - 特財 国所管 1 -

ISS国際公募テーマ及
びJEM第２期利用テー
マに関わるフライト実
験プロジェクトの業務
支援を目的として契約
したもの。公告期間の
確保、契約情報提供
の充実等を図っている
ところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備業務　（水棲生物
実験装置利用）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 29,400,000 - 特財 国所管 1 -

JEMにおける水棲生
物実験装置を利用す
るフライト実験テーマ
等の準備作業を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　動物実験委員会・遺伝子組換え実験安全
委員会等調整・運営支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 6,510,000 - 特財 国所管 1 -

JAXAの動物実験委員
会、遺伝子組み換え
実験安全委員会等の
開催準備及び運営支
援を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２３年度　ライフサイエンス国際公募テーマ（有人研
究）の実験準備　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 49,455,000 - 特財 国所管 1 -

ライフサイエンス国際
公募で選定された有
人研究（ヒト対象実験）
の実施準備を目的とし
て契約したもの。公告
期間の確保、契約情
報提供の充実等を
図っているところであ
るが、引き続き競争性
確保に努める。

有

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札の見直しの状況（物品・役務等）

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

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

様式７－３



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

地球観測衛星を用いた防災業務（センチネルアジア）　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 8,610,000 - 特財 国所管 2 -

地球観測衛星を用い
た防災業務（センチネ
ルアジア）の推進を目
的として契約したも
の。センチネルアジア
実施中は事務局作業
も継続して行う必要が
あるため前年度にも類
似の内容で契約を
行っているが、競争性
のある契約によるもの
であり問題はないと考
えている。

有

平成２３年度地球観測衛星を用いた防災業務支援（防災
利用実証実験）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 48,090,000 - 特財 国所管 2 -

地球観測衛星を用い
た火山･地震・水害土
砂災害への利用実証
及びそれに伴う関係機
関との連絡調整支援
や各ＷＧの運営、活動
に参加する省庁・自治
体ユーザに対する支
援を行うことを目的と
して契約したもの。作
業内容及び関係機関
が広範囲に渡ることか
ら契約額が1000万円
を超えているが、競争
性のある契約によるも
のであり問題はないと
考えている。

有

平成２３年度エンジン試験に関わる業務請負　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 9,891,000 - 特財 国所管 1 -

研究開発本部のエン
ジン試験設備等の大
型試験設備の運用・試
験研究に係る業務請
負を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

計算機装置およびソフトウェア管理業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 10,155,600 - 特財 国所管 1 -

航空プログラムグルー
プ国産旅客機チーム
において所有している
計算機装置およびソフ
トウェア管理業務を目
的として契約したも
の。公告期間の確保、
契約情報提供の充実
等を図っているところ
であるが、引き続き競
争性確保に努める。

有

平成２３年度　航空機構造安全性向上に関する研究開発
における支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 5,229,000 - 特財 国所管 1 -

航空プログラムグルー
プ国産旅客機チーム
構造材料技術セクショ
ンが行う研究課題に対
して行う作業を支援す
ることを目的として契
約したもの。公告期間
の確保、契約情報提
供の充実等を図ってい
るところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 3,780,000 - 特財 国所管 1 -

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度アジア太平洋地域宇宙機関会議（ＡＰＲＳＡ
Ｆ）常設事務局支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 4,074,000 - 特財 国所管 4 -

国際会議の開催のた
めの常設事務局の運
営支援を目的として契
約したもの。毎年開催
される国際会議の業
務支援という理由から
前年度にも類似の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有

平成２３～２４年度画像等の利用許諾に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 12,810,000 - 特財 国所管 1 -

画像等の利用許諾の
業務を機構に代わり
実施させることを目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　臼田宇宙空間観測所自家用電気工作物保
安管理業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）中部電気保安協会
愛知県名古屋市中区丸の内３－１９－
１２

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,154,160 - 特財 国所管 1 -

臼田宇宙空間観測所
自家用電気工作物の
保安管理業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度ＳＡＦＥ（Ｓｐａｃｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ）プロトタイピング実施支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/05
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 6,250,100 - 特財 国所管 2 -

アジア・太平洋地域宇
宙機関会議の枠組み
のもとで気候変動適
応・軽減分野での地球
観測衛星データの利
用をアジア地域で推進
しているＳＡＦＥプロトタ
イピングの進捗管理、
関係機関間の調整作
業支援を目的として契
約したもの。ＳＡＦＥプ
ロトタイピング実施中
は継続して行う必要が
ある作業という理由か
ら前年度にも類似の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度国際災害チャータ事務局運営支援　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/11
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 8,757,000 - 特財 国所管 2 -

災害時における宇宙
設備の調和された利
用を達成するための
協力に関する国際憲
章の推進を目的として
契約したもの。国際災
害チャータ実施中は継
続して行う必要がある
事務局運営業務という
理由から前年度にも類
似の内容で契約を
行っているが、競争性
のある契約によるもの
であり問題はないと考
えている。

有

平成２３年度　地球観測衛星データ利用推進にかかる国
際協力活動支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/20
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 13,629,000 - 特財 国所管 3 -

地球観測衛星データ
利用推進にかかる国
際協力活動支援業務
を目的として契約した
もの。複数年度に渡る
国際協力枠組みの中
で関連する調整業務
を継続して実施すると
いう理由から前年度に
も類似の内容で契約
を行っているが、競争
性のある契約によるも
のであり問題はないと
考えている。

有

平成２３～２４年度　複合推進研究用試験設備の維持運
用等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/22
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 63,756,000 - 特財 国所管 1 -

複合推進研究開発に
係る試験設備（高圧ガ
ス設備等の機械設備）
の維持運用等を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年～２４年度　ロケットエンジン研究開発用試験設
備の維持運用ならびに研究開発等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/22
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 78,873,900 - 特財 国所管 1 -

ロケットエンジン開発
に係る試験設備の維
持運用等を目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度ＳＡＦＥ（Ｓｐａｃｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ）プロトタイピング実施支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/25
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 374,850 - 特財 国所管 2 変更契約

アジア・太平洋地域宇
宙機関会議の枠組み
のもとで気候変動適
応・軽減分野での地球
観測衛星データの利
用をアジア地域で推進
しているＳＡＦＥプロトタ
イピングの進捗管理、
関係機関間の調整作
業支援を目的として契
約したもの。ＳＡＦＥプ
ロトタイピング実施中
は継続して行う必要が
ある作業という理由か
ら前年度にも類似の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有

平成２３年度高品質タンパク質結晶生成実験に関する研
究動向調査支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/27
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 2,205,000 - 特財 国所管 1 -

宇宙環境を利用した
高品質タンパク質結晶
生成実験に係る利用
者開拓のための研究
動向調査を目的として
契約したもの。なお、
調査終了により、来年
度は支出しない予定。

無

ＪＥＭ利用高品質タンパク質結晶生成実験に関する募集
作業支援（その５）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/27
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,449,000 - 特財 国所管 1 -

JEMでのタンパク質結
晶生成装置を利用し
た高品質タンパク質結
晶生成実験（第５回）
の実施のため、タンパ
ク質の募集、評価資料
の準備に関する支援
作業を行うことを目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

ＦＹ２３～２４地球観測衛星画像プレゼンテーション用資料
の作成　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/27
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 14,175,000 - 特財 国所管 1 -

地球観測衛星データ
の利用促進を目的とし
て契約したもの。公告
期間の確保、契約情
報提供の充実等を
図っているところであ
るが、引き続き競争性
確保に努める。

有

平成２３年度　通信制御サーバ（既存衛星系）用および
データ配信サーバ用開発ソフトウェアの技術サポート　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/04/28
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,625,300 - 特財 国所管 1 -

鳩山の地球観測セン
ターで受信、処理した
地球観測データを筑
波宇宙センターの計算
機に送信するための
通信設備の保守サ
ポートを目的として契
約したもの。公告期間
の確保、契約情報提
供の充実等を図ってい
るところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度地球観測衛星を用いた防災業務支援（防災
利用実証実験）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/02
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 14,608,650 - 特財 国所管 2 変更契約

地球観測衛星を用い
た火山･地震・水害土
砂災害への利用実証
及びそれに伴う関係機
関との連絡調整支援
や各ＷＧの運営、活動
に参加する省庁・自治
体ユーザに対する支
援を行うことを目的と
して契約したもの。作
業内容及び関係機関
が広範囲に渡ることか
ら契約額が1000万円
を超えているが、競争
性のある契約によるも
のであり問題はないと
考えている。

有

平成２３年度～平成２４年度地球観測業務請負（処理提
供関連）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/10
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 1,141,854,000 - 特財 国所管 1 -

地球観測衛星の運
用、データ処理及び、
運用、処理施設の等を
目的として契約したも
の。公告期間の確保、
契約情報提供の充実
等を図っているところ
であるが、引き続き競
争性確保に努める。

有

平成２３年度建築設備積算用データの購入　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/13
（財）建設物価調査会
東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８

一般競争入札（価
格評価方式）

- 5,250,000 - 特財 国所管 1 -

建築・設備工事に必要
な積算用データの調
達を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２３年度ＡＬＯＳデータ提供に係る支援業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/17
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 1,228,500 - 特財 国所管 1 -

ALOSにより取得され
たデータを海外機関に
提供するにあたり、海
外機関との打合せ、輸
送等の支援を目的とし
て契約したもの。本契
約は22年度第四四半
期に発生した海外機
関への輸送料等を支
払うための契約であ
り、平成23年度発生分
より業務内容を見直し
RFPを実施した結果2
者から応札され24年
度は他業者が落札し
た。

有

平成２３年～２４年度　ロケットエンジン研究開発用試験設
備の維持運用ならびに研究開発等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/31
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- -12,181,890 - 特財 国所管 1 変更契約

ロケットエンジン開発
に係る試験設備の維
持運用等を目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

災害監視無人機の成果とりまとめ業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/31
（財）応用光学研究所
東京都文京区西片２－１５－１８

一般競争入札（価
格評価方式）

- 4,918,200 - 特財 国所管 1 -

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発した飛行船型災害
監視無人機を、民間等
への技術移転に必要
なデータ、マニュアル
等の成果をとりまとめ
る業務を目的として契
約したもの。公告期間
の確保、契約情報提
供の充実等を図ってい
るところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。
なお本件は、当該年度
のみの発注（継続性の
ない案件）であること
から来年度は支出しな
い予定。

無

平成２１～２３年度広報普及業務委託　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/05/31
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 39,291,000 - 特財 国所管 1 変更契約

機構の広報普及業務
を支援させることを目
的として契約したも
の。仕様書内容の見
直し、公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。なお、平成24年度
からの同業務の調達
においては契約内容
の見直しを図ったこと
により、3社による競争
となった。

有

平成２３年度コズミックカレッジの運営支援及び教材・教具
管理業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/06/09
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 39,308,850 - 特財 国所管 4 -

宇宙教育センターが実
施するコズミックカレッ
ジ運営及び保有する
教材・教具の管理等を
目的として契約したも
の。日本全国で計160
回のコズミックカレッジ
（イベント）開催を要求
するため1000万円を
超えるが、競争性のあ
る契約であり問題はな
いと考えている。

有

平成２１～２３年度　宇宙教育センターウェブサイト運営支
援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/06/28
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 4,383,750 - 特財 国所管 1 変更契約

JAXAがおこなう宇宙
教育活動等を広く一般
へ周知することを目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度　地球観測衛星データ利用推進にかかる国
際協力活動支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/11
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,449,000 - 特財 国所管 3 変更契約

地球観測衛星データ
利用推進にかかる国
際協力活動支援業務
を目的として契約した
もの。複数年度に渡る
国際協力枠組みの中
で関連する調整業務
を継続して実施すると
いう理由から前年度に
も類似の内容で契約
を行っているが、競争
性のある契約によるも
のであり問題はないと
考えている。

有

ＡＬＯＳ利用検証プロジェクト実施支援業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/11
（財）リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 14,679,000 - 特財 国所管 2 -

タイ、インドネシア両国
の政府職員や大学研
究者がALOSデータを
利用するための能力
開発事業の支援を目
的として契約したも
の。タイ、インドネシア
へは３ヵ年計画で能力
開発事業を行なってい
るため、前年度にも支
援業務として類似の内
容で契約を行ってお
り、加えて、２カ国への
講師派遣、データ、ソ
フトウェアの無償提供
及び国際的な調整業
務の実施を含むことか
ら契約額が1000万円
を超えているが、競争
性のある契約によるも
のでありいずれも問題
はないと考えている。
なお、23年度がタイ、
インドネシアでの能力
開発事業の 終年で
あるため来年度は支
出しない予定。

無

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/19
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,872 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

「ＪＡＸＡカレンダー」の制作及び発送　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/25
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 4,074,000 - 特財 国所管 2 -

機構のカレンダーを作
成し、各種関係機関へ
の発送業務を行わせ
ることを目的として契
約したもの。毎年発行
するカレンダーの制作
及び発送業務という理
由から前年度にも類似
の内容で契約を行って
いるが、競争性のある
契約によるものであり
問題はないと考えてい
る。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２１～２３年度広報普及業務委託　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/26
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 5,544,000 - 特財 国所管 1 変更契約

機構の広報普及業務
を支援させることを目
的として契約したも
の。仕様書内容の見
直し、公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。なお、平成24年度
からの同業務の調達
においては契約内容
の見直しを図ったこと
により、3社による競争
となった。

有

ＤＲＥＡＭＳ低騒音運航技術の研究開発（その１のイ）騒音
予測モデルおよび騒音計測システムの技術検討　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/07/29
（財）小林理学研究所
東京都国分寺市東元町３－２０－４１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 33,390,000 - 特財 国所管 1 -

航空機の次世代運航
システムの研究開発
を目的として契約した
もの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２１～２３年度公募小型副衛星施策に係る事務局業
務支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/08/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 2,824,500 - 特財 国所管 1 変更契約

公募小型副衛星の利
用機会の提供目的と
した事務局の業務支
援を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/08/15
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 262,632 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　第２期船内実験室利用テーマ追加募集に
係る選定作業支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/08/31
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 3,150,000 - 特財 国所管 2 -

JEM船内実験室の第
２期利用後半で実施
する研究テーマの追
加募集作業に関する
支援作業を目的として
契約したもの。継続的
なテーマ募集という理
由から前年度にも類似
の内容で契約を行って
いるが、競争性のある
契約によるものであり
問題はないと考えてい
る。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/09/08
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,835 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　衛星設計コンテスト 終審査会の運営　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/09/09
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,554,000 - 特財 国所管 3 -

大学生等を対象として
開催する衛星設計コン
テストの運営を目的と
して契約したもの。毎
年、定期的に開催する
ため前年度にも類似
の内容で契約を行って
いるが、競争性のある
契約によるものであり
問題ないと考えてい
る。

有

平成２３年～２４年度　ロケットエンジン研究開発用試験設
備の維持運用ならびに研究開発等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/09/30
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 30,406 - 特財 国所管 1 変更契約

ロケットエンジン開発
に係る試験設備の維
持運用等を目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/10/12
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,835 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

ＪＥＭ利用テーマの準備業務（多目的実験ラック利用）（そ
の２）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/10/13
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 22,470,000 - 特財 国所管 1 -

JEM多目的実験ラック
利用テーマの実現化
に係る準備作業を目
的として契約したも
の。公告期間の確保、
契約情報提供の充実
等を図っているところ
であるが、引き続き競
争性確保に努める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度航空機を利用した学生・アジア教育実験の
実施　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/10/26
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 6,615,000 - 特財 国所管 1 -

国内及びアジアの学
生を対象として選定さ
れた航空機実験テー
マに対して技術支援等
を行うことを目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有

平成２３年度　複合推進研究用試験設備の計測・制御装
置維持運用等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/10/31
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 2,572,500 - 特財 国所管 1 -

複合推進研究開発に
係る試験設備（計測・
制御装置）の維持運用
等を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２３年度ＳＡＦＥ（Ｓｐａｃｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ）プロトタイピング実施支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/02
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 2,664,400 - 特財 国所管 2 変更契約

アジア・太平洋地域宇
宙機関会議の枠組み
のもとで気候変動適
応・軽減分野での地球
観測衛星データの利
用をアジア地域で推進
しているＳＡＦＥプロトタ
イピングの進捗管理、
関係機関間の調整作
業支援を目的として契
約したもの。ＳＡＦＥプ
ロトタイピング実施中
は継続して行う必要が
ある作業という理由か
ら前年度にも類似の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有

平成２１～２３年度　宇宙教育センターウェブサイト運営支
援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/04
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 1,965,600 - 特財 国所管 1 変更契約

JAXAがおこなう宇宙
教育活動等を広く一般
へ周知することを目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

ＪＥＭ利用高品質蛋白質結晶生成実験に関する実験準備
一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/08
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 8,841,000 - 特財 国所管 1 変更契約

ＪＥＭのタンパク質結
晶生成装置を利用し
た高品質タンパク質結
晶生成実験のために
必要なを技術支援等
作業を目的として契約
したもの。公告期間の
確保、契約情報提供
の充実等を図っている
ところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/10
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 318,360 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　衛星設計コンテスト 終審査会の運営　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/10
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 220,500 - 特財 国所管 3 変更契約

大学生等を対象として
開催する衛星設計コン
テストの運営を目的と
して契約したもの。毎
年、定期的に開催する
ため前年度にも類似
の内容で契約を行って
いるが、競争性のある
契約によるものであり
問題ないと考えてい
る。

有

平成２３年度　ライフサイエンス国際公募テーマ（有人研
究）の実験準備　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/14
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,349,250 - 特財 国所管 1 変更契約

ライフサイエンス国際
公募で選定された有
人研究（ヒト対象実験）
の実施準備を目的とし
て契約したもの。公告
期間の確保、契約情
報提供の充実等を
図っているところであ
るが、引き続き競争性
確保に努める。

有

平成２３年度国際災害チャータ事務局運営支援　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/18
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 2,709,000 - 特財 国所管 2 変更契約

災害時における宇宙
設備の調和された利
用を達成するための
協力に関する国際憲
章の推進を目的として
契約したもの。国際災
害チャータ実施中は継
続して行う必要がある
事務局運営業務という
理由から前年度にも類
似の内容で契約を
行っているが、競争性
のある契約によるもの
であり問題はないと考
えている。

有

平成２３年度アジア太平洋地域宇宙機関会議（ＡＰＲＳＡ
Ｆ）常設事務局支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/11/30
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 0 - 特財 国所管 4 変更契約

国際会議の開催のた
めの常設事務局の運
営支援を目的として契
約したもの。毎年開催
される国際会議の業
務支援という理由から
前年度にも同一の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２１～２３年度広報普及業務委託　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/12/15
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 26,155,500 - 特財 国所管 1 変更契約

機構の広報普及業務
を支援させることを目
的として契約したも
の。仕様書内容の見
直し、公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。なお、平成24年度
からの同業務の調達
においては契約内容
の見直しを図ったこと
により、3社による競争
となった。

有

平成２３年度　第２期船内実験室利用テーマ追加募集に
係る選定作業支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2011/12/19
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- -716,835 - 特財 国所管 2 変更契約

JEM船内実験室の第
２期利用後半で実施
する研究テーマの追
加募集作業に関する
支援作業を目的として
契約したもの。継続的
なテーマ募集という理
由から前年度にも類似
の内容で契約を行って
いるが、競争性のある
契約によるものであり
問題はないと考えてい
る。

有

平成２３年度エンジン試験に関わる業務請負　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/01/10
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 187,822 - 特財 国所管 1 変更契約

研究開発本部のエン
ジン試験設備等の大
型試験設備の運用・試
験研究に係る業務請
負を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２３年度ＳＡＦＥ（Ｓｐａｃｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ）プロトタイピング実施支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/01/26
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 939,750 - 特財 国所管 2 変更契約

アジア・太平洋地域宇
宙機関会議の枠組み
のもとで気候変動適
応・軽減分野での地球
観測衛星データの利
用をアジア地域で推進
しているＳＡＦＥプロトタ
イピングの進捗管理、
関係機関間の調整作
業支援を目的として契
約したもの。ＳＡＦＥプ
ロトタイピング実施中
は継続して行う必要が
ある作業という理由か
ら前年度にも類似の内
容で契約を行っている
が、競争性のある契約
によるものであり問題
はないと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）
備考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
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２１～２３年度公募小型副衛星施策に係る事務局業
務支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/01/26
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 1,033,200 - 特財 国所管 1 変更契約

公募小型副衛星の利
用機会の提供目的と
した事務局の業務支
援を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２１～２３年度　宇宙教育センターウェブサイト運営支
援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/02/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 699,300 - 特財 国所管 1 変更契約

JAXAがおこなう宇宙
教育活動等を広く一般
へ周知することを目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備業務　（水棲生物
実験装置利用）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/02/24
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 6,504,750 - 特財 国所管 1 変更契約

JEMにおける水棲生
物実験装置を利用す
るフライト実験テーマ
等の準備作業を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

ＪＥＭ利用テーマの準備業務（多目的実験ラック利用）（そ
の２）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/02/28
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- -1,302,000 - 特財 国所管 1 変更契約

JEM多目的実験ラック
利用テーマの実現化
に係る準備作業を目
的として契約したも
の。公告期間の確保、
契約情報提供の充実
等を図っているところ
であるが、引き続き競
争性確保に努める。

有

平成２３年度航空機を利用した学生・アジア教育実験の
実施　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 0 - 特財 国所管 1 変更契約

国内及びアジアの学
生を対象として選定さ
れた航空機実験テー
マに対して技術支援等
を行うことを目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有

ＬＮＧ試験に伴う試験作業（計測系）支援業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/05
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 2,572,500 - 特財 国所管 1 -

角田宇宙センターの試
験設備で実施するＬＮ
Ｇ燃焼試験の支援を
目的として契約したも
の。公告期間の確保、
契約情報提供の充実
等を図っているところ
であるが、引き続き競
争性確保に努める。

無



公益法人の区
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国所管、都道
府県所管の区
分
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契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

災害監視無人機システム開発に係る業務　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/05
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,872 - 特財 国所管 1 変更契約

航空プログラムグルー
プ無人機・未来型航空
機チームにおいて開
発を進めている災害
監視用無人機システ
ムの開発業務を目的
として契約したもの。
公告期間の確保、契
約情報提供の充実等
を図っているところで
あるが、引き続き競争
性確保に努める。

有

平成２３年～２４年度　ロケットエンジン研究開発用試験設
備の維持運用ならびに研究開発等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/13
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－１６－６

一般競争入札（価
格評価方式）

- 60,429 - 特財 国所管 1 変更契約

ロケットエンジン開発
に係る試験設備の維
持運用等を目的として
契約したもの。公告期
間の確保、契約情報
提供の充実等を図っ
ているところであるが、
引き続き競争性確保
に努める。

有

平成２３年度　動物実験委員会・遺伝子組換え実験安全
委員会等調整・運営支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/16
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 1,230,600 - 特財 国所管 1 変更契約

JAXAの動物実験委員
会、遺伝子組み換え
実験安全委員会等の
開催準備及び運営支
援を目的として契約し
たもの。公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。

有

平成２３年度　ライフサイエンス国際公募テーマ（有人研
究）の実験準備　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/19
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- -7,841,400 - 特財 国所管 1 変更契約

ライフサイエンス国際
公募で選定された有
人研究（ヒト対象実験）
の実施準備を目的とし
て契約したもの。公告
期間の確保、契約情
報提供の充実等を
図っているところであ
るが、引き続き競争性
確保に努める。

有

平成２１～２３年度広報普及業務委託　一式
星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/21
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（総
合評価方式）

- 5,985,000 - 特財 国所管 1 変更契約

機構の広報普及業務
を支援させることを目
的として契約したも
の。仕様書内容の見
直し、公告期間の確
保、契約情報提供の
充実等を図っていると
ころであるが、引き続
き競争性確保に努め
る。なお、平成24年度
からの同業務の調達
においては契約内容
の見直しを図ったこと
により、3社による競争
となった。

有



公益法人の区
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国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数
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所
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契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

平成２３年度ＩＳＳ科学プロジェクト室フライト実験プロジェ
クトに関わる業務支援　一式

星子研二　契約部長　東京都調布
市深大寺東町7-44-1

2012/03/29
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３－２－１

一般競争入札（価
格評価方式）

- 0 - 特財 国所管 1 変更契約

ISS国際公募テーマ及
びJEM第２期利用テー
マに関わるフライト実
験プロジェクトの業務
支援を目的として契約
したもの。公告期間の
確保、契約情報提供
の充実等を図っている
ところであるが、引き
続き競争性確保に努
める。

有

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

平成２３年度４月分　ロケットエンジン研究開発用試験設備の維持運用
ならびに研究開発等に係る支援業務　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－
１６－６

大震災により早急に対処する必要があるため航空宇宙技術
振興財団と契約を締結する。　【第１項（１）ｑ：緊急調達の契
約】

- 3,180,450 - 1 特財 国所管 1 -

ロケットエンジン開発に係
る試験設備の維持運用
等を目的として契約した
もの。東日本大震災によ
り早急に対処する必要が
あったという理由から随
意契約となっているが、
業務上の必要性や代替
不可性等から、やむを得
ないものと考えている。

有

平成２３年度４月期　複合推進研究用試験設備の維持運用等に係る支
援業務（請負）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）航空宇宙技術振興財団
宮城県仙台市泉区泉中央１－
１６－６

東日本大震災に伴う入札等手続きの遅延に伴う措置。　【第
１項（１）ｑ：緊急調達の契約】

- 2,625,000 - 1 特財 国所管 1 -

複合推進研究開発に係
る試験設備（高圧ガス設
備等の機械設備）の維持
運用等を目的として契約
したもの。東日本大震災
に伴う入札手続きの遅延
に伴う措置という理由か
ら随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備・実施業務（ＲＹＵＴＡＩ ラック）　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 13,965,000 - 2 特財 国所管 3 -

ＲＹＵＴＡＩラックを利用す
るフライト実験テーマの準
備と実験実施作業を行う
ことを目的として契約した
もの。複数年度に渡る実
験と実験実施作業という
理由から前年度と類似の
内容で契約しているが、
機構にとって も有利と
認められる技術提案を
行った者と契約を締結し
たものであり問題はない
と考えている。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備・実施業務（ＳＡＩＢＯ ラック利用）
一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 67,515,000 - 2 特財 国所管 3 -

ＳＡＩＢＯラックを利用する
フライト実験テーマ（利用
テーマ）の準備と実験の
実施にかかる作業を目的
として契約したもの。複数
年度に渡る実験と実験の
実施にかかる作業という
理由から前年度と類似の
内容で契約しているが、
機構にとって も有利と
認められる技術提案を
行った者と契約を締結し
たものであり問題はない
と考えている。

有

平成２３年度　光学センサ校正技術の研究支援　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

競争に付したが予定価格に達した入札が無く、再度入札に付
したが落札者がいなかったため。　【第２項：不落札による随
意契約】

- 13,650,000 - 2 特財 国所管 1 -

人工衛星搭載用光学セ
ンサ・地上検証機器等の
光学校正に使用するため
の、光学輝度標準機器の
維持管理、運用、精度向
上に関わる作業支援を目
的として契約したもの。再
度入札に付しても落札者
がいなかったという理由
から随意契約となってい
るが、業務上の必要性や
代替不可性等から、やむ
を得ないものと考えてい
る。

有

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約の見直しの状況（物品・役務等）

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

様式７－４



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

平成２３年度　ＧＳＭａＰの導入によるＧＦＡＳシステムの改良と利用促進
（ＰＭＭ　ＲＡ６　ＰＩ３０１　国際建設技術協会　池田様）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（社）国際建設技術協会
東京都千代田区麹町５－３－２
３

予算金額等を予め提示し、企画書等の内容について審査を
行った結果、 も優れた者と契約を締結したもの。

- 1,051,920 - - 特社 国所管 21 -

洪水災害軽減のための
洪水予報システム
（GFAS)の改善に係る研
究を目的として契約した
もの。降水観測ミッション
に関する2009年度の研
究公募により3年間の研
究期間（2010-2012）とし
て採択された研究であ
り、
前年度にも同一の研究
テーマで契約を行ってい
る。企画書等の内容につ
いて審査を行った結果
もっとも優れた者と契約
を締結したものであり問
題はないと考えている。

有

かぐや解析データ表示システムの運用支援　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 4,410,000 - 2 特財 国所管 1 -

月周回探査衛星｢かぐや｣
で取得したデータを一般
への普及・啓蒙するため
に構築された「かぐや解
析データ表示システム」
の運用支援を実施するこ
とを目的として契約したも
の。公募を行っても他に
参加者がいなかったとい
う理由から随意契約と
なっているが、業務上の
必要性や代替不可性等
から、やむを得ないものと
考えている。

有

平成２３年度　ＩＳＯ国際標準の整備等に係る検討作業　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（社）日本航空宇宙工業会
東京都港区赤坂１－１－１４

契約の相手方は、国際標準化機構（ＩＳＯ）の航空機・宇宙機
専門委員会（ＴＣ２０）に対応する国内審議団体として経済産
業省より許可されたものであり、また、ＩＡＱＧに対応するＪＡＱ
Ｇ（Ｊａｐａｎ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｇｒｏｕｐ）が契約相手方に
設置されたものであり、契約の相手方が一に定められている
ため。　【第１項（１）ｉ：契約相手方が法令等で特定されている
契約】

- 16,107,000 - - 特社 国所管 1 -

ＪＡＸＡ宇宙機設計標準の
ＩＳＯへの反映検討及びＩ
ＡＱＧ国際会議へ宇宙の
品質保証の専門家を派
遣し、ＩＡＱＳ９１００の適
用動向調査を目的として
契約したもの。契約の相
手方が定められていると
いう理由から随意契約と
なっているが、業務上の
必要性や代替不可性等
から、やむを得ないものと
考えている。

有

平成２３年度　スペースデブリ等の観測　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 123,900,000 - 2 特財 国所管 1 -

スペースデブリ等の継続
的な観測によるデブリの
分布及び軌道の把握を
目的として契約したもの。
公募を行っても他に参加
者がいなかったという理
由から随意契約となって
いるが、業務上の必要性
や代替不可性等から、や
むを得ないものと考えて
いる。

有

平成２３年度建築設備積算用ソフトの賃貸借（レンタル）　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/01

（財）建築コスト管理システム研
究所
東京都港区西新橋３－２５－３
３

建築設備積算用ソフトである「営繕積算システムＲＩＢＣ」の販
売権を有しているのは（財）建築コスト管理システム研究所の
みであり、当該相手方以外には実施できないため。　【第１項
（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

- 2,052,750 - - 特財 国所管 1 -

建築・設備工事の積算の
為、建築設備積算用ソフ
トの賃貸借を目的として
契約したもの。特定の販
売業者以外では出来ない
という理由から随意契約
となっているが、業務上
の必要性や代替不可性
等から、やむを得ないも
のと考えている。

有

水棲生物実験装置　水質維持用生物フィルタの技術検討－脱窒フィル
タの基礎検討（その３）－　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/04/15
（財）電力中央研究所
東京都千代田区大手町１－６
－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 10,038,000 - - 特財 国所管 1 -

開発中の水棲生物実験
装置に適用する水質維
持用生物フィルタに係る
基礎検討を目的として契
約したもの。公募を行って
も他に参加者がいなかっ
たという理由から随意契
約となっているが、業務
上の必要性や代替不可
性等から、やむを得ない
ものと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

平成２３年度地球観測業務請負（解析研究関連）　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/05/06
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 1,126,860,000 - 2 特財 国所管 1 -

ＡＬＯＳ及びＡＬＯＳ２、ＴＲ
ＭＭ、ＧＯＳＡＴ、ＧＰＭ、
ＧＣＯＭ、EarthCAREの校
正検証、データ利用研究
ならびに解析処理システ
ム、データ提供受付業
務、統合観測・監視シス
テム構築及び各ミッション
運用系システム運用に関
する解析業務を実施する
ことを目的として契約した
もの。機構にとって も有
利と認められる技術提案
を行ったものと契約を締
結したものであり問題は
ないと考えている。

有

地球観測情報システムの計算機換装に伴うソフトウェア改修作業　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/05/12
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 13,545,000 - 2 特財 国所管 1 変更契約

地球観測情報システムの
計算機換装に伴うソフト
ウェア改修、動作確認試
験等を目的として契約し
たもの。当初(22年度）公
募を行ったが他に参加者
がいなかったことから当
該業者との契約となった
もの。当該システムを開
発した業者であり、同ソフ
トウェアに関する詳細技
術情報を有していること、
また、当該システムのソフ
トウェアの維持・保守作業
を実施している業者であ
ること、更に技術情報は
他社への開示は不可能
であることから当該業者
と契約を締結したもので
あり、問題はないと考え
ている。なお、改修が終
了したため継続支出の予
定はない。

無

Ｗｅｂコンテンツ「地球が見える」制作　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/05/17
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

予算金額等を予め提示し、企画書等の内容について審査を
行った結果、 も優れた者と契約を締結したもの。

- 2,992,500 - 2 特財 国所管 9 -

地球観測の意義について
の広報、一般層に対する
成果発表を目的として契
約したもの。複数年競争
のため前年度にも同一の
内容で契約を行っている
が、企画書等の内容につ
いて審査を行った結果
も優れた者と契約を締結
したものであり問題はな
いと考えている。なお、来
年度以降は契約締結の
予定はない。

無

長期宇宙空間保存による宇宙食中の栄養素への影響の検証にかかる
栄養成分分析（その２）　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/06/28
（財）日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町５２
－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 1,531,950 - - 特財 国所管 1 -

ＩＳＳに搭載される宇宙日
本食に対する栄養成分
分析を行うことを目的とし
て契約したもの。公募を
行っても他に参加者がい
なかったという理由から
随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。

有

平成２３年度地球観測業務請負（解析研究関連）　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/06/30
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- -69,195,000 - 2 特財 国所管 1 変更契約

ＡＬＯＳ及びＡＬＯＳ２、ＴＲ
ＭＭ、ＧＯＳＡＴ、ＧＰＭ、
ＧＣＯＭ、EarthCAREの校
正検証、データ利用研究
ならびに解析処理システ
ム、データ提供受付業
務、統合観測・監視シス
テム構築及び各ミッション
運用系システム運用に関
する解析業務を実施する
ことを目的として契約した
もの。機構にとって も有
利と認められる技術提案
を行ったものと契約を締
結したものであり問題は
ないと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

ＧＯＳＡＴレベル１Ｂ（Ｖｅｒ．１２８）プロダクトの再処理作業の実施　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/07/13
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 777,000 - 2 特財 国所管 1 -

GOSATのレベル１プロダ
クトの配布先である国立
環境研究所及び
NASA/JPLからの要請に
基づき、改善アルゴリズ
ム（Ver.150)の完成まで
の間(2011/11/末)、旧版
（Ver.128)アルゴリズムの
レベル１Ｂプロダクトを提
供するため、GOSAT校正
検証マシーンを用いて再
処理作業を実施する目的
として契約したもの。公募
を行っても他に参加者が
いなかったという理由か
ら随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。
なお、改善アルゴリズム
によるプロダクト処理が
開始されているため、今
後の支出はしない予定で
ある。

無

平成２３年度　東日本大震災の衛星画像の有効性検証と利用促進　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/07/27
（財）都市防災研究所
東京都千代田区丸の内２－４
－１

予算金額等を予め提示し、企画書等の内容について審査を
行った結果、 も優れた者と契約を締結したもの。

- 12,964,350 - - 特財 国所管 3 -

東日本大震災発生後に
衛星画像がどのように使
われたかその有効性を調
査し今後の利用促進に提
言することを目的として契
約したもの。広範囲な調
査を行うため契約額が
1000万円を超えている
が、機構にとって も有
利と認められる企画提案
を行った者と契約を締結
したものであり問題はな
いと考えている。なお、来
年度の継続は無い。

無

かぐや解析データ表示システムの運用支援　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/07/27
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 2,079,000 - 2 特財 国所管 1 変更契約

月周回探査衛星｢かぐや｣
で取得したデータを一般
への普及・啓蒙するため
に構築された「かぐや解
析データ表示システム」
の運用支援を実施するこ
とを目的として契約したも
の。公募を行っても他に
参加者がいなかったとい
う理由から随意契約と
なっているが、業務上の
必要性や代替不可性等
から、やむを得ないものと
考えている。

有

首都圏空港離着陸機の飛行経路分散に関する調査　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/08/24
（財）航空保安研究センター
東京都港区西新橋２－６ー２

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 4,767,000 - - 特財 国所管 1 -

首都圏空港の離着陸機
の分散状況を数値モデル
化することを目的として契
約したもの。公募を行って
も他に参加者がいなかっ
たという理由から随意契
約となっているが、業務
上の必要性や代替不可
性等から、やむを得ない
ものと考えている。
なお本件は、当該年度の
みの発注（継続性のない
案件）であることから来年
度は支出しない予定。

無

大型放射光施設（ＳＰｒｉｎｇ－８）の利用（成果占有、２０１１Ｂ期）　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/10/07

（財）高輝度光科学研究セン
ター
兵庫県佐用郡佐用町光都１－
１－１

契約相手方は高輝度かつ指向性の高いＸ線を照射できる大
型放射光施設のビームタイムについて、成果占有で利用機
会を提供可能な唯一の機関であるため。　　【第１項（１）ｆ：ロ
ケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者との契
約】

- 490300円／シフト - - 公財 国所管 1 単価契約

ＪＥＭ利用高品質タンパク
質結晶生成実験ので回
収したタンパク質結晶の
解析を大型放射光施設
（ＳＰｒｉｎｇ－８）で実施する
ことを目的として契約した
もの。利用機会を提供可
能な唯一の機関との契約
という理由から随意契約
となっているが、業務上
の必要性や代替不可性
等から、やむを得ないも
のと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

平成２３年度  人材派遣料金等に係る市場価格調査および単価算定
一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/10/26
（財）経済調査会
東京都中央区銀座５－１３－１
６

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 2,656,500 - - 特財 国所管 1 -

人材派遣料金の市場価
格および宇宙航空研究
開発機構特有の要求事
項を認識して調査を実施
し、現状を把握するととも
に、宇宙航空研究開発機
構における労働者派遣契
約の人材派遣料金の決
定に資するための単価を
算定することを目的として
契約したもの。公募を
行っても他に参加者がい
なかったという理由から
随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備・実施業務（ＲＹＵＴＡＩ ラック）　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/11/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 1,512,000 - 2 特財 国所管 3 変更契約

ＲＹＵＴＡＩラックを利用す
るフライト実験テーマの準
備と実験実施作業を行う
ことを目的として契約した
もの。複数年度に渡る実
験と実験実施作業という
理由から前年度と類似の
内容で契約しているが、
機構にとって も有利と
認められる技術提案を
行った者と契約を締結し
たものであり問題はない
と考えている。

有

平成２３年度　スペースデブリ等の観測　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/11/07
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 2,100,000 - 2 特財 国所管 1 変更契約

スペースデブリ等の継続
的な観測によるデブリの
分布及び軌道の把握を
目的として契約したもの。
公募を行っても他に参加
者がいなかったという理
由から随意契約となって
いるが、業務上の必要性
や代替不可性等から、や
むを得ないものと考えて
いる。

有

Ａｒｅａ ＰＡＤＬＥＳ－Ｐｈｉｔｓ３次元シミュレーションモデルによるきぼう船内
の宇宙放射線・遮蔽環境モデルの構築　一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/11/22

（財）高度情報科学技術研究機
構
茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２－４

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 3,570,000 - - 特財 国所管 1 -

JEM船内における宇宙放
射線による被ばく線量予
測・遮蔽計算モデルの改
良等を行うことを目的とし
て契約したもの。公募を
行っても他に参加者がい
なかったという理由から
随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。

有

平成２３年度　スペースデブリ等の観測　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2012/01/06
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 2,940,000 - 2 特財 国所管 1 変更契約

スペースデブリ等の継続
的な観測によるデブリの
分布及び軌道の把握を
目的として契約したもの。
公募を行っても他に参加
者がいなかったという理
由から随意契約となって
いるが、業務上の必要性
や代替不可性等から、や
むを得ないものと考えて
いる。

有

ＳＳ－ＨＤＴＶカメラ地上訓練品の調達　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2012/01/12

（財）ＮＨＫエンジニアリングサー
ビス
東京都世田谷区砧１－１０－１
１

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 4,718,700 - - 特財 国所管 1 -

ISSに搭載運用中の超高
感度ハイビジョンカメラと
同型式・同仕様品のカメ
ラをＪＡＸＡが担当する宇
宙飛行士の地上訓練用
に調達することを目的と
して契約したもの。公募を
行っても他に参加者がい
なかったという理由から
随意契約となっている
が、業務上の必要性や代
替不可性等から、やむを
得ないものと考えている。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

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

随意契約によることとした業務方法書又は会計規定等の根
拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備・実施業務（ＳＡＩＢＯ ラック利用）
一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2012/02/08
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 5,166,000 - 2 特財 国所管 3 変更契約

ＳＡＩＢＯラックを利用する
フライト実験テーマ（利用
テーマ）の準備と実験の
実施にかかる作業を目的
として契約したもの。複数
年度に渡る実験と実験の
実施にかかる作業という
理由から前年度と類似の
内容で契約しているが、
機構にとって も有利と
認められる技術提案を
行った者と契約を締結し
たものであり問題はない
と考えている。

有

平成２３年度　ＪＥＭ利用テーマの準備・実施業務（ＲＹＵＴＡＩ ラック）　一
式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2012/03/01
（財）日本宇宙フォーラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

契約の性質上価格競争によれない場合であって、性能、機
能、技術等の契約の目的に関する技術的な提案を求め、及
び提案者の技術力、実施能力等を総合的に評価した結果、
機構にとって も有利と認められる技術提案を行った者とし
て契約を締結したもの。

- 1,123,500 - 2 特財 国所管 3 変更契約

ＲＹＵＴＡＩラックを利用す
るフライト実験テーマの準
備と実験実施作業を行う
ことを目的として契約した
もの。複数年度に渡る実
験と実験実施作業という
理由から前年度と類似の
内容で契約しているが、
機構にとって も有利と
認められる技術提案を
行った者と契約を締結し
たものであり問題はない
と考えている。

有

平成２３年度　将来環境制御システム用二酸化炭素吸着剤試作試験
一式

星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/08/04

公益財団法人　地球環境産業
技術研究機構
京都府木津川市木津川台９－
２

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 6,993,000 - - 公財 国所管 1 -

二酸化炭素吸着剤の試
作のベースとなる、水蒸
気共存条件下で二酸化
炭素の吸着と低温での再
生が可能な「耐水蒸気型
二酸化炭素吸着剤」の試
作試験を目的として契約
したもの。公募を行っても
他に参加者がいなかった
という理由から随意契約
となっているが、業務上
の必要性や代替不可性
等から、やむを得ないも
のと考えている。

有

平成２３年度航空機高揚力装置騒音試験　一式
星子研二　契約部長　東京都調布市深大
寺東町7-44-1

2011/11/28

公益財団法人　鉄道総合技術
研究所
東京都国分寺市光町２－８－３
８

契約相手方が一者しかいないと想定される場合であって、業
務概要、応募要件等を明示し、公募を行った結果、他に参加
者がいないことを確認のうえ、契約を締結したもの。

- 10,038,000 - - 公財 国所管 1 -

航空機の高揚力装置の
騒音試験を目的として契
約したもの。公募を行って
も他に参加者がいなかっ
たという理由から随意契
約となっているが、業務
上の必要性や代替不可
性等から、やむを得ない
ものと考えている。

有

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


