
（単位：円）

①契約の相手方
法人名称

②物品役務等、
公共工事等の名称

③契約形態の別 ④当初契約金額 ⑤契約締結日 ⑥備考欄

該当なし

（様式１－４）

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注3）｢物品役務等、公共工事等の名称｣の欄には、｢公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表｣にお
　　　いて用いられている名称などを参考に記載すること。

(注2）契約締結日の早いものから記載すること。契約締結日が同じものについては契約金額の大きいものから順に記載すること。

法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第１／四半期）

(注4）｢契約形態の別｣の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約（競争性の有無）の別を記載すること。

(注5）危機管理等の観点から契約の相手方や物品役務等の名称を公表することが適当でないと判断される場合は、該当箇所にその旨を記載すること。

【記載要領】



（単位：円）

①交付先
法人名称

②支出の名目等
③左記法人に対す
る交付額 ④交付日 ⑤備考

財団法人　経済産業調査会 平成23年度会員会費 157,500 2011/4/13

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/4/18

公益社団法人　日本経済研究センター 平成23年度会員会費 315,000 2011/4/28

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/5/18

公益社団法人　経済同友会 平成23年度会員会費 450,000 2011/5/30

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/6/17

法人名：経済産業研究所

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注2）｢支出の名目等｣には、その詳細を簡潔に記載すること。

（様式１－５）

【記載要領】

23年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第１／四半期）



（単位：円）

①契約の相手方
法人名称

②物品役務等、
公共工事等の名称

③契約形態の別 ④当初契約金額 ⑤契約締結日 ⑥備考欄

財団法人　経済産業調査会
通商産業政策史編集校正業務請負及び出版契約（ページ
数300～500p1593270円他21の範囲で料金設定）

一般競争入札 4,110,657 2010/12/3 ④は2011/8/16
支出額

公益社団法人　日本経済研究センター
2011年度RIETI広報誌掲載インタビュー
「ResearchDigest」の取材・原稿作成に係る業務請負契
約（原稿1種類あたりの金額：161,700円）

一般競争入札 323,400 2011/6/30 ④は2011/7/8
支出額

(注2）契約締結日の早いものから記載すること。契約締結日が同じものについては契約金額の大きいものから順に記載すること。

（様式１－４） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第２／四半期）

【記載要領】

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注3）｢物品役務等、公共工事等の名称｣の欄には、｢公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表｣にお
　　　いて用いられている名称などを参考に記載すること。

(注4）｢契約形態の別｣の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約（競争性の有無）の別を記載すること。

(注5）危機管理等の観点から契約の相手方や物品役務等の名称を公表することが適当でないと判断される場合は、該当箇所にその旨を記載すること。



（単位：円）

①交付先
法人名称

②支出の名目等
③左記法人に対す
る交付額 ④交付日 ⑤備考

一般財団法人　ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 研究会謝金 19,200 2011/7/14
効率的な企業金融・企業
間ネットワークのあり方を
考える研究会

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/7/15

一般財団法人　ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 研究会謝金 19,200 2011/8/9
効率的な企業金融・企業
間ネットワークのあり方を
考える研究会

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/8/18

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,198,000 2011/9/16

公益社団法人　経済同友会 平成23年度会員会費（産業調査研究会会費） 60,000 2011/9/21

（様式１－５） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第２／四半期）

【記載要領】

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注2）｢支出の名目等｣には、その詳細を簡潔に記載すること。



（単位：円）

①契約の相手方
法人名称

②物品役務等、
公共工事等の名称

③契約形態の別 ④当初契約金額 ⑤契約締結日 ⑥備考欄

公益社団法人　日本経済研究センター
2011年度RIETI広報誌掲載インタビュー
「ResearchDigest」の取材・原稿作成に係る業務請負契
約（原稿1種類あたりの金額：161,700円）

一般競争入札 323,400 2011/6/30 ④は2011/10/4
支出額

(注2）契約締結日の早いものから記載すること。契約締結日が同じものについては契約金額の大きいものから順に記載すること。

（様式１－４） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第３／四半期）

【記載要領】

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注3）｢物品役務等、公共工事等の名称｣の欄には、｢公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表｣にお
　　　いて用いられている名称などを参考に記載すること。

(注4）｢契約形態の別｣の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約（競争性の有無）の別を記載すること。

(注5）危機管理等の観点から契約の相手方や物品役務等の名称を公表することが適当でないと判断される場合は、該当箇所にその旨を記載すること。



（単位：円）

①交付先
法人名称

②支出の名目等
③左記法人に対す
る交付額 ④交付日 ⑤備考

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2011/10/18

財団法人　日本人事行政研究所 講習会参加費（3名） 33,000 2011/10/28 給与実務研修会（人事院
勧告説明会）

一般財団法人　ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 研究会謝金 19,200 2011/10/28
効率的な企業金融・企業
間ネットワークのあり方を
考える研究会

公益社団法人　日本ｻｰﾄﾞｾｸﾀｰ経営者協会 研究会謝金及び旅費交通費 43,980 2011/11/7
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2011/11/18

一般財団法人　ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 研究会謝金 19,200 2011/12/1
効率的な企業金融・企業
間ネットワークのあり方を
考える研究会

財団法人　電力中央研究所　社会経済研究所 研究会謝金 14,400 2011/12/8
大震災後の環境・エネル
ギー・資源戦略に関わる経
済分析

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2011/12/16

公益社団法人　日本ｻｰﾄﾞｾｸﾀｰ経営者協会 研究会謝金及び旅費交通費 37,980 2011/12/19
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

（様式１－５） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第３／四半期）

【記載要領】



(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注2）｢支出の名目等｣には、その詳細を簡潔に記載すること。



（単位：円）

①契約の相手方
法人名称

②物品役務等、
公共工事等の名称

③契約形態の別 ④当初契約金額 ⑤契約締結日 ⑥備考欄

財団法人　経済産業調査会
通商産業政策史編集校正業務請負及び出版契約（ペー
ジ数300～500p1593270円他21の範囲で料金設定）

一般競争入札 3,820,800 2010/12/3 ④は2012/1/26
支出額

公益社団法人　日本経済研究センター
2011年度RIETI広報誌掲載インタビュー
「ResearchDigest」の取材・原稿作成に係る業務請負
契約（原稿1種類あたりの金額：161,700円）

一般競争入札 323,400 2011/6/30 ④は2012/2/7
支出額

公益社団法人　日本経済研究センター
2011年度RIETI広報誌掲載インタビュー
「ResearchDigest」の取材・原稿作成に係る業務請負
契約（原稿1種類あたりの金額：161,700円）

一般競争入札 323,400 2011/6/30 ④は2012/3/26
支出額

(注2）契約締結日の早いものから記載すること。契約締結日が同じものについては契約金額の大きいものから順に記載すること。

（様式１－４） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第４／四半期）

【記載要領】

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注3）｢物品役務等、公共工事等の名称｣の欄には、｢公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表｣にお
　　　いて用いられている名称などを参考に記載すること。

(注4）｢契約形態の別｣の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約（競争性の有無）の別を記載すること。

(注5）危機管理等の観点から契約の相手方や物品役務等の名称を公表することが適当でないと判断される場合は、該当箇所にその旨を記載すること。



（単位：円）

①交付先
法人名称

②支出の名目等
③左記法人に対す
る交付額 ④交付日 ⑤備考

公益社団法人　日本ｻｰﾄﾞｾｸﾀｰ経営者協会 研究会謝金及び旅費交通費 33,830 2012/1/10
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2012/1/18

公益財団法人　生協総合研究所 研究会謝金 30,000 2012/2/7
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2012/2/17

公益財団法人　生協総合研究所 研究会謝金 24,000 2012/3/12
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

財団法人　経済産業調査会 出向者給与支払い 1,212,000 2012/3/16

公益社団法人　日本ｻｰﾄﾞｾｸﾀｰ経営者協会 研究会謝金及び旅費交通費 68,970 2012/3/30
日本におけるサードセク
ターの経営実態と公共
サービス改革調査研究

（様式１－５） 法人名：経済産業研究所

23年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第４／四半期）

【記載要領】

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注2）｢支出の名目等｣には、その詳細を簡潔に記載すること。


