
番号 契約の相手方法人名称及び法人番号 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 備考

1
一般社団法人化学情報協会
法人番号　3010005016764

化合物データーベースの提供 随意契約（公募） 1,062 平成31年1月15日

2
一般財団法人日本規格協会
法人番号　9010405010460

2019年度JIS規格に係るJSAライブラリーサーバ
の使用におけるネットワークライセンス（購入）

随意契約
（単純随意契約）

5,865 平成31年1月30日

3
一般財団法人関東電気保安協会

法人番号　8013305001704
高圧受電盤の部品交換（2号棟）

随意契約
（単純随意契約）

2,334 平成31年2月7日

4
一般財団法人大阪市環境保健協会

法人番号　7120005004044
大阪事業所　一般・特殊健康診断 一般競争入札 1,402 平成31年2月20日 単価契約

5
一般財団法人労働衛生協会
法人番号　6011305000018

平成31年度健康診断業務（単価契約） 一般競争入札 5,441 平成31年3月4日 単価契約

6
一般財団法人君津健康センター

法人番号　7040005016774
平成31年度（2019年度）健康診断 一般競争入札 1,710 平成31年3月7日 単価契約

（様式１）

平成30年度予算における公益法人等への契約による支出状況（1月～3月）
（単位：千円）
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番号 契約の相手方法人名称 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

1
（株）ＭＣエバテック
法人番号　1140001048230

平成30年度化審法に係る長期使用製品からの排
出試験等に関する調査

一般競争入札
（総合評価）

4,169 平成30年7月25日

2
（一財）化学物質評価研究機構
法人番号　4010005015204

身の回りの製品に含まれる化学物質シリーズの
改訂に関する調査

一般競争入札
（総合評価）

8,126 平成30年10月17日

（様式２）

平成30年度　委託調査費に関する支出状況（1月～3月）
（単位：千円）
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（様式３）

番号 契約の相手方法人名称 物品役務等、公共工事等の名称 契約形態の別 契約金額 支出決定日※

1
株式会社ラックス
法人番号　3230001004643

広報用背景ポスター作成（機構及び台湾食品工業発
展研究所）

随意契約
（少額）

34 平成31年1月16日

2
株式会社丸井工分社
法人番号　6010901011444

製品評価技術基盤機構総合案内パンフレット修正、
印刷、製本等（QRコード等追加）

随意契約
（少額）

159 平成31年1月21日

3
公益財団法人みやぎ産業振興機構
法人番号　4370005003271

産学官金連携フェア２０１９宮城ブース出展料
随意契約
（少額）

10 平成31年1月23日

4
株式会社創言社
法人番号　5010001021139

バイオテクノロジーセンター業務案内パンフレット印刷
随意契約
（少額）

162 平成31年1月25日

5 東京造形美術株式会社
第１０回国際二次電池展 展示用システムビームハン
ガー レンタル費

随意契約
（少額）

10                       平成31年1月31日

6 株式会社エディスグローヴ
スマートエネルギーWeek 2019 第１０回国際二次電
池展 展示用ディスプレイ レンタル費

随意契約
（少額）

205                     平成31年1月31日

7
株式会社大川印刷
法人番号　2020001007197

計量法校正事業者登録制度(JCSS)紹介リーフレット
印刷業務

随意契約
（少額）

56 平成31年2月22日

8 リードエグジビションジャパン株式会社
スマートエネルギーWeek 2019 第１０回国際二次電
池展 レンタル装飾費

随意契約
（少額）

                     562 平成31年2月28日

9
株式会社アートフリーク
法人番号　6010001035831

バイオジャパン2018出展ブース装飾
随意契約
（少額）

748 平成31年3月1日

10
株式会社新晃社
法人番号　7011501002056

微生物有害性遺伝子情報データベース紹介パンフレット印刷
随意契約
（少額）

108 平成31年3月4日

11 日本ゲノム微生物学会事務局 第13回日本ゲノム微生物学会展示費用
随意契約
（少額）

106 平成31年3月8日

12
アサヒビジネス株式会社
（法人番号　3010001000045）

身の回りの製品に含まれる化学物質シリーズの改訂
及び印刷

随意契約
（少額）

430 平成31年3月15日

平成３０年度　広報経費に関する支出状況（1月～3月）
（単位：千円）
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13
株式会社日精ピーアール
（法人番号　2010001082712）

化学物質総合情報提供システム広報用リーフレット
の作成及び印刷業務

随意契約
（少額）

150 平成31年3月22日

14
株式会社アイワード
（法人番号　8430001000304）

身の回りの製品に含まれる化学物質シリーズの改訂
及び印刷（家庭用塗料）

随意契約
（少額）

432 平成31年3月22日

15 プラスカーゴサービス株式会社
スマートエネルギーWeek 2019 第１０回国際二次電
池展 運送費

随意契約
（少額）

37                       平成31年3月25日

16
ITRA株式会社
法人番号　1011001046682

平成30年度機構ウェブサイトのスマートフォン表示対
応業務

一般競争入札
（最低価格）

4,082 平成31年3月28日

17
株式会社エー・イー企画
法人番号　5010001011783

日本農芸化学会2019年度大会附設展示会　電力料金
随意契約
（少額）

32 平成31年3月29日

18
公益社団法人日本農芸化学会
法人番号　9010005018342

日本農芸化学会2019年度大会附設展示会
随意契約
（少額）

227 平成31年3月29日

19
株式会社パイプドビッツ
法人番号　5010401053764

メールマガジン配信サービス
随意契約
（少額）

227 平成31年3月31日

20
株式会社カヤック
法人番号　4021001010164

NITEプロモーション動画の制作
一般競争入札
（企画競争）

9,945 平成31年3月31日

※広報経費については平成26年度より支出決定日を掲載
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支　　出　　金　　額

４ 月 ～ ６ 月 ７ 月 ～ ９ 月 １ ０ 月 ～ １ ２ 月 １ 月 ～ ３ 月 合 計

独立行政法人製品評価技術基盤機構 52,500 12,980 0 0 65,480

（様式４）

平成３０年度　タクシー代に関する支出状況
（単位：円）

組　　　織
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