
１ 中央公契連（中央公共工事契約制度運用連絡協議会）

　昭和58年6月15日　　（会長　国土交通省大臣官房長）

　公共工事に関する契約制度の運用の合理化を図るため、発注機関相互の連絡

調整等を行うとともに、必要な調査研究等を行い、もって公共工事の適正な施

行に寄与すること。（中央公契連規約第2条）

　会員である国の行政機関の官房長等及び特殊法人等の関係理事

公 契 連 の 概 要
令和2年8月

(1) 設 立 年 月 日

(2) 設 立 目 的

(3) 会 員 　90機関（中央省庁18機関、特殊法人等72機関）

(4) 特 別 会 員



中央公契連会員一覧（◎：会長、●副会長、○幹事）

組織名 会員名

（中央省庁）

1 内閣府 大臣官房会計課長

2 宮内庁 管理部管理課長

3 人事院 事務総局会計課長

4 会計検査院 事務総長官房会計課長

5 総務省 大臣官房会計課長

6 法務省 ○ 大臣官房施設課長

7 外務省 大臣官房会計課長

8 財務省 理財局国有財産調整課長

9 文部科学省 ○ 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課長

10 厚生労働省 ○ 大臣官房会計課長

11 農林水産省 大臣官房参事官（経理担当）

● 農村振興局整備部設計課長

12 経済産業省 大臣官房会計課長

13 国土交通省 ◎ 大臣官房長

○ 大臣官房会計課長

○ 大臣官房技術調査課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

○ 港湾局総務課調整官

北海道局予算課長

14 環境省 大臣官房会計課長

15 防衛省 ○ 整備計画局施設計画課長

16 最高裁判所 ○ 事務総局経理局営繕課長

17 衆議院 庶務部営繕課長

18 参議院 管理部営繕課長

（特殊法人等）

1 独立行政法人北方領土問題対策協会 事務局長

2 独立行政法人国民生活センター 総務部長

3 国立研究開発法人情報通信研究機構 財務部長

4 独立行政法人国際協力機構 調達部長

5 独立行政法人酒類総合研究所 総務課長

6 独立行政法人造幣局 総務部長

7 独立行政法人国立印刷局 財務部長

8 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部長

9 独立行政法人大学入試センター 総務企画部長

10 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部長

11 独立行政法人国立女性教育会館 総務課長

12 独立行政法人国立科学博物館 経営管理部長

13 国立研究開発法人物質・材料研究機構 総務部門長

14 国立研究開発法人防災科学技術研究所 総務部長

15 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 総務部長

16 独立行政法人国立美術館 本部事務局次長

17 独立行政法人国立文化財機構 本部事務局環境整備課長

18 独立行政法人教職員支援機構 本部長

19 国立研究開発法人科学技術振興機構 契約部長

20 国立研究開発法人理化学研究所 財務部長

21 独立行政法人日本スポーツ振興センター 財務部長

22 独立行政法人日本芸術文化振興会 総務企画部経理担当副部長

23 独立行政法人日本学生支援機構 財務部長

24 独立行政法人国立高等専門学校機構 事務局長



中央公契連会員一覧（◎：会長、●副会長、○幹事）

組織名 会員名

25 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 管理部長

26 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 契約部次長

27 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 経理部長

28 独立行政法人福祉医療機構 経理部長

29 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 総務部長

30 独立行政法人労働政策研究・研修機構 総務部次長

31 独立行政法人労働者健康安全機構 経理部長

32 独立行政法人国立病院機構 財務部長

33 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部長

34 独立行政法人地域医療機能推進機構 本部運営支援部長

35 国立研究開発法人国立がん研究センター 財務経理部長

36 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 財務経理部長

37 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 財務経理部長

38 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 理事長

39 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 財務経理部長

40 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 財務経理部長

41 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 総務部長

42 独立行政法人家畜改良センター 総務部長

43 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 本部総務部長

44 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 総務部長

45 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター森林管理部長

46 国立研究開発法人水産研究・教育機構 総務部長

47 独立行政法人農畜産業振興機構 経理部長

48 独立行政法人農業者年金基金 総務部長

49 独立行政法人農林漁業信用基金 総務部長事務代理

50 国立研究開発法人産業技術総合研究所 経理部長

51 独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部長

52 独立行政法人中小企業基盤整備機構 ○ 財務部長

53 国立研究開発法人土木研究所 総務部長

54 国立研究開発法人建築研究所 総務部長

55 独立行政法人海技教育機構 総務部長

56 独立行政法人航空大学校 事務局長

57 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ○ 事業監理部長

58 独立行政法人水資源機構 ○ 経営企画本部技術管理室長

59 独立行政法人空港周辺整備機構 審議役

60 独立行政法人都市再生機構 ○ 経理資金部長

61 国立研究開発法人国立環境研究所 総務部長

62 成田国際空港株式会社 調達部長

63 東日本高速道路株式会社 経理財務部長

64 中日本高速道路株式会社 契約審査部長

65 西日本高速道路株式会社 財務部長

66 首都高速道路株式会社 財務部長

67 阪神高速道路株式会社 経理部長

68 本州四国連絡高速道路株式会社 経理部長

69 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部長

70 日本下水道事業団 経営企画部長

71 日本郵政株式会社 ○ 不動産部門施設部長

72 新関西国際空港株式会社 総務部長


