
（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 日本流体力学会 日本流体力学会賛助会費支払い 30,000 2009/4/1

（特社） 日本リモートセンシング学会
日本リモートセンシング学会平成２１年度法人会員
費の支払い

140,000 2009/4/3

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料 35,000 2009/4/6

（特社） 低温工学協会 低温工学協会冷凍部会年会費（２００７年度分） 10,000 2009/4/6

（特社） 低温工学協会 低温工学協会冷凍部会年会費（２００６年度分） 10,000 2009/4/6

（特財） 安全保障貿易情報センター （財）安全保障貿易情報センター賛助会費 800,000 2009/4/7

（特社） 日本ガスタービン学会 平成２１年度（社）日本ガスタービン学会賛助会費 140,000 2009/4/9

（特財） 大阪科学技術センター 展示ブース電気使用料 36,175 2009/4/9

（特社） 日本航空技術協会 平成２１年度　賛助会年会費 60,000 2009/4/13

（特財） 日本宇宙フォーラム
第２３回　人間を対象とする研究開発倫理審査委員
会　会議室借用

12,180 2009/4/15

（特社） 日本非破壊検査協会 平成２１年度（社）日本非破壊検査協会会費 9,000 2009/4/15

（特財） 日本宇宙フォーラム
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（その１）

6,381,480 2009/4/17

21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）

法人名：独立行政法人宇宙航空研究開発機構
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（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 低温工学協会 低温工学協会冷凍部会年会費（２００８年度分） 10,000 2009/4/17

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス 筑波図書館用ＴＶの映像通信料金の支払（４月分） 735 2009/4/17

（特社） 日本金属学会 日本金属学会維持員会費 50,000 2009/4/20

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料（ひので関連） 25,000 2009/4/20

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
平成２１年度　筑波宇宙センター有線ＴＶ加入料
（４月分）

63,367 2009/4/21

（特社） 電子情報通信学会
「電子情報通信学会特殊員」入会・論文集（平成２
１年度分）

100,000 2009/4/22

（特社） 日本機械学会 機会学会論文掲載料 42,000 2009/4/22

（特社） 日本騒音制御工学会
平成２１年度団体会員Ｃ会員費（（社）日本騒音制
御工学会）

9,000 2009/4/22

（特財） 日本宇宙フォーラム
平成２１年度「加盟学・協会」への継続加入につい
て

100,000 2009/4/23

（特財） リモート・センシング技術センター
平成２１年度「加盟学・協会」への継続加入につい
て

100,000 2009/4/24

（特財） 安全保障貿易情報センター
平成２１年度安全保障貿易管理研修会（春期：輸出
管理基礎コース）受講料

10,000 2009/4/27

（特財） 日本品質保証機構 ＩＳＯ９００１年間登録維持料 57,750 2009/4/28

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度ロケットエンジン燃焼研究開発用試験
設備の維持運用ならびに研究開発等に係わる支援業
務委託（４月分）

1,315,125 2009/4/30

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　推進薬供給系統設備維持、実験・解
析データ整理等支援に係る業務委託（４月分）

422,625 2009/4/30
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（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 日本航空宇宙学会
日本航空宇宙学会第４０期通常総会・講演会の参加
費

125,000 2009/4/30

（特社） 日本航空宇宙学会
日本航空宇宙学会「第４０期通常総会及び講演会」
参加費・講演論文集の購入

77,000 2009/4/30

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料　ＩＳ－２０－２２ 35,000 2009/4/30

（特財） 航空宇宙技術振興財団 複合材強度試験法標準化及び非破壊検査支援業務 595,000 2009/5/7

（特財） 国際科学振興財団
情報システム部情報システムグループ所管商用回線
利用料（そのア／つくばＷＡＮサービス、４月分）

525,000 2009/5/7

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　衝撃吸収構造に関する研究開発等に
係る業務

455,000 2009/5/7

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料　ＩＳ－２０－３０ 25,000 2009/5/7

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料　ＩＳ－２０－３１ 25,000 2009/5/7

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度災害監視用無人機システム開発に係わ
る研究業務（その２）

325,585 2009/5/8

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
平成２１年度　筑波宇宙センター有線ＴＶ加入料
（５月分）

63,367 2009/5/8

（特社） 日本航空宇宙学会
平成２１年度「加盟学・協会」への継続加入につい
て

60,000 2009/5/8

（特財） 関東電気保安協会　埼玉事業本部
平成２１年度　地球観測センター自家用電気工作物
保安管理業務

1,481,646 2009/5/11

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度 ロケットエンジンタ－ボポンプ研究
開発用試験設備の維持運用ならびに研究開発等に係
わる支援業務委託（４月分）

987,875 2009/5/11

（特財） 日本学術協力財団
財団法人日本学術協力財団賛助会員年会費（２００
９年度）

10,000 2009/5/11
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（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度ロケットエンジン解析用計算機設備の
維持管理等業務委託（４月分）

663,250 2009/5/12

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　エンジン開発試験設備の維持運用と
試験支援業務委託（４月分）

452,375 2009/5/13

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　複合推進研究用試験設備の維持運用
等に係る支援業務委託（４月分）

2,908,500 2009/5/14

（特財） 高度情報科学技術研究機構
平成２１年度ＲＳＩＣＣユーザー会　年会費　Ｒ２
１－５３

200,000 2009/5/19

（特社） 日本クレーン協会　茨城検査事務所 無重量環境試験棟のクレーン性能検査（法定検査） 22,300 2009/5/19

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス 筑波図書館用ＴＶの映像通信料金の支払（５月分） 735 2009/5/19

（特財） 航空交通管制協会 平成２１年度賛助会費 100,000 2009/5/20

（特社） 日本航空宇宙学会
日本航空宇宙学会オンラインジャーナル掲載料支払
い

35,000 2009/5/20

（特社） 計測自動制御学会 第２６回誘導制御シンポジウム参加費 18,000 2009/5/20

（特社） 日本測量協会 地理空間情報システム展２００９　協賛金の支弁 504,000 2009/5/22

（特社） 科学技術と経済の会
平成２１年度「加盟学・協会」への継続加入につい
て

200,000 2009/5/22

（特財） 日本ＩＴＵ協会 平成２１年度　法人賛助会費 180,000 2009/5/22

（特社） 日本航空宇宙学会 オンラインジャーナル掲載料　ＩＳ－２０－２８ 25,000 2009/5/22

（特社） 日本監査役協会 日本監査役協会年会費 160,000 2009/5/26
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（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 武蔵府中法人会 平成２１年度武蔵府中法人会の入会に係る年会費 12,000 2009/5/26

（特社） 火薬学会 論文掲載料 10,000 2009/5/26

（特社） 日本航空宇宙学会 論文別刷（日本航空宇宙学会誌） 6,000 2009/5/26

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度ロケットエンジン燃焼研究開発用試験
設備の維持運用ならびに研究開発等に係わる支援業
務委託（５月分）

1,315,125 2009/5/29

（特社） 日本航空宇宙学会 日本航空宇宙学会オンラインジャーナル掲載料 25,000 2009/5/29

（特財） 中部電気保安協会　佐久事業所
平成２１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

1,154,160 2009/6/1

（特財） 航空宇宙技術振興財団 複合材強度試験法標準化及び非破壊検査支援業務 596,174 2009/6/1

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　推進薬供給系統設備維持、実験・解
析データ整理等支援に係る業務委託（５月分）

422,625 2009/6/1

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度災害監視用無人機システム開発に係わ
る研究業務（その２）

323,750 2009/6/1

（特財） リモート・センシング技術センター リモートセンシング技術研修費用について 126,000 2009/6/1

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度 ロケットエンジンタ－ボポンプ研究
開発用試験設備の維持運用ならびに研究開発等に係
わる支援業務委託（５月分）

987,875 2009/6/2

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　衝撃吸収構造に関する研究開発等に
係る業務

455,000 2009/6/2

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
平成２１年度　筑波宇宙センター有線ＴＶ加入料
（６月分）

63,367 2009/6/2

（特社） 自動車技術会
自動車技術協会２００９年春季大会参加費と前刷集
抜刷代

25,830 2009/6/2
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（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 日本航空宇宙学会 論文別刷（日本航空宇宙学会誌） 8,400 2009/6/2

（特社） 日本航空宇宙学会 日本航空宇宙学会誌別刷掲載料 7,200 2009/6/2

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　複合推進研究用試験設備の維持運用
等に係る支援業務委託（５月分）

2,908,500 2009/6/3

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度ロケットエンジン解析用計算機設備の
維持管理等業務委託（５月分）

663,250 2009/6/3

（特社） 企業研究会
【セミナー参加費】（社）企業研究会主催　「新型
インフルエンザの最新動向と対策」

63,000 2009/6/3

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度　エンジン開発試験設備の維持運用と
試験支援業務委託（５月分）

452,375 2009/6/4

（特財） 国際科学振興財団
情報システム部情報システムグループ所管商用回線
利用料（そのア／つくばＷＡＮサービス、５月分）

525,000 2009/6/9

（特財） 衛星測位利用推進センター
ＱＺＳＳのこれまでの経緯と今後の展望についての
意見交換での講師謝金

12,320 2009/6/11

（特社） 日本航空宇宙学会
日本航空宇宙学会オンラインジャーナル掲載料支払
い

35,000 2009/6/12

（特社） 日本アイソトープ協会
平成２１年度　日本アイソトープ協会団体正会員会
費の支払い

27,000 2009/6/15

（特社） 日本航空宇宙学会 日本航空宇宙学会　論文掲載料 35,000 2009/6/18

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス 筑波図書館用ＴＶの映像通信料金の支払（６月分） 735 2009/6/18

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
平成２１年度　ＡＣＣＳＴＶ加入契約に伴うデジタ
ルベーシック利用料

93,240 2009/6/19

（特財） 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
平成２１年度　筑波研究学園都市有線テレビジョン
放送受信負担金

48,510 2009/6/19

6 / 7 



（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に対する

交付額
交付日

（支出決定日）
備考

（特社） 日本アイソトープ協会
平成２１年度放射線業務従事者教育・訓練の講師料
金の支払いについて

61,950 2009/6/22

（特財） 安全保障貿易情報センター ＣＩＳＴＥＣ安全保障貿易管理研修会等受講料 11,000 2009/6/22

（特社） 企業研究会 外部セミナーへの参加 36,750 2009/6/23

（特財） 航空輸送技術研究センター 平成２１年度賛助会費 300,000 2009/6/25

（特社） 日本航空宇宙学会
論文投稿費の支払い（ＶＲＡＤ：ＩＳＴＳ）　２０
０８－Ｋ－５２

35,000 2009/6/26

（特社） 日本航空宇宙学会
第４１回流体力学講演会／航空宇宙数値シミュレー
ション技術シンポジウム２００９参加登録料・講演
前刷集代

6,000 2009/6/29

（特財） 日本宇宙フォーラム 平成２１年度スペースデブリ等の観測 15,500,000 2009/6/30

（特財） 航空宇宙技術振興財団
平成２１年度 ロケットエンジンタ－ボポンプ研究
開発用試験設備の維持運用ならびに研究開発等に係
わる支援業務委託（６月分）

987,875 2009/6/30
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