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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

1 × －
書庫ほかの購入（消費・安全
局、生産局、経営局）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月4日
文祥堂商事株式会社
（東京都中央区銀座３
－４－１２）

一般競争入札 － 5,602,800 － 3 －

2 × － 物品運搬等業務（大臣官房他）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月7日
中越運送株式会社
（新潟県新潟市美咲町
一丁目２３番２６号）

一般競争入札 － 8,253,000 － 4 －

3 × － 文房具類の購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月9日
株式会社第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 － 3,992,121 － 5 －

4 × － 2008年漁業センサス物品購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月10日
株式会社第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 － 9,520,350 － 2 －

5 × －
2008年漁業センサス調査員用
バッグ購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月10日

株式会社トップス
（東京都荒川区東日暮
里５－５２－２　神谷
ビル４０８）

一般競争入札 － 4,410,000 － 6 －

6 × －
農林水産統計システムにおける
漁業生産額集計プログラムの修
正業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月16日

クボタシステム開発株
式会社
（大阪府大阪市浪速区
敷津東一丁目２番４７
号）

一般競争入札 － 6,195,000 － 1
統計調査のプログラム
開発の実績等

7 × －
農業経営統計調査（結果表作成
処理）集計プログラムの開発業
務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月22日

東芝ソリューション株
式会社
（東京都港区芝浦一丁
目１番１号）

一般競争入札 － 99,225,000 － 2 －

競争入札（物品役務等）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

8 × －
自動車用燃料（バイオ）の購入
（単価契約）（変更契約）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月25日 千代田石油（株） 一般競争入札 －

変更契約
バイオ＠190.05
円
軽油＠166.95円

－ 1 － 単価契約

9 × － 情報機器変換業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月25日
ソレキア株式会社
（東京都大田区西蒲田
八丁目１番１５号）

一般競争入札 － 5,670,000 － 2 －

食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官総合食料局
長との連名契約

10 × －
農業経営統計調査（データ変
換）集計プログラムの開発業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

富士通エフ・アイ・
ピー株式会社
（東京都港区芝浦一丁
目２番１号）

一般競争入札 － 26,145,000 － 4 －

11 × －
省内報作成に係る業務に関する
派遣業務（労働者派遣）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

株式会社ジャパンクリ
エイト
（大阪府大阪市淀川区
東三国四丁目３番１
号）

一般競争入札 － 2,310,588 #VALUE! 9 －

12 × －
リコー製フルカラーデジタル複
写機保守（生産局）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月30日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
１－３－６）

一般競争入札 － 829,500 － 1 －

13 × －
ＰＰＣ用紙（再生紙・８月～３
月分）の購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月31日
西ノ宮株式会社
（東京都千代田区内神
田１－１４－５）

一般競争入札 － 52,922,450 － 3 －

14 × －
２００８年漁業センサス調査票
の印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月1日
御幸印刷株式会社
（埼玉県所沢市大字松
郷１５１番地の４５）

一般競争入札 － 4,641,984 － 2 －

15 × －
平成２０年度ＯＣＲ調査票の磁
気データ変換プログラム開発業
務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月6日

クボタシステム開発株
式会社
（大阪府大阪市浪速区
敷津東一丁目２番４７
号）

一般競争入札 － 4,704,000 － 2 －
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

16 × －
スライド書庫ほか購入（食料安全
保障課）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日
株式会社　第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 － 2,336,250 － 4 －

17 × －
平成１９事業年度農協等一斉調
査票の審査・集計業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

株式会社ＤＭＩ
（神奈川県横浜市旭区
さちが丘１６０－２
１）

一般競争入札 － 5,103,000 － 5 －

18 × －
平成２１年生産・経営状況記入
票の印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日
協美印刷株式会社
（東京都墨田区緑１丁
目５番１３号）

一般競争入札 － 4,987,500 － 6 －

19 × －
官庁会計システムの仕様変更に
伴う物品管理事務システム修正
等業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月11日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ株式会社
（東京都三田一丁目４
番２８号）

一般競争入札 － 1,984,500 － 1
システムの開発又は修
正業務実績等

20 × －
２００８年漁業センサス集計シ
ステム開発業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月14日

東芝ソリューション株
式会社
（東京都港区芝浦一丁
目１番１号）

一般競争入札 － 50,925,000 － 4 －

21 × －
鶏卵生産及び出荷調査集計プロ
グラムの修正業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月19日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 4,284,000 － 2 －

22 × －
農林水産省行政情報システム用
パーソナルコンピュータ（ノート
型）の賃貸借及び保守

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日

新日鉄ソリューション
ズ株式会社
（東京都中央区新川二
丁目２０－１５）
昭和リース株式会社
（東京都新宿区四谷三
丁目１２）

一般競争入札（総
合評価）

－ 132,924,960 － 10 －
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

23 × －
文房具類の購入（８月～３月分の
単価契約）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日
株式会社　第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 －
単価　519.75円
ほか　268件

－ 6 －

24 × － 移動式書庫購入(厚生課）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日
文祥堂商事株式会社
（東京都中央区銀座３
－４－１２）

一般競争入札 － 4,509,750 － 2 －

25 × － 経営管理ソフトウェア購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日
株式会社　第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 － 8,691,648 － 4 －

26 × －
資金前渡官吏事務システムの修
正業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 5,082,000 － 1
システムの開発又は修
正業務実績等

27 × －
諸謝金等整理システムの修正業
務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 7,476,000 － 1
システムの開発又は修
正業務実績等

28 × －
面積統計調査の母集団整備に活
用する地理情報システム開発業
務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月25日
株式会社内田洋行
（東京都中央区新川二
丁目４番７号）

一般競争入札 － 34,650,000 － 4 －

29 × －
農林水産省行政情報システム用
パーソナルコンピュータ周辺機器
の購入

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月28日

応用リソースマネージ
メント株式会社
（東京都千代田区三崎
町３－１－１）

一般競争入札 － 1,681,155 － 7 －

30 × －
産地水揚量・価格調査（月別調
査）集計プログラムの修正業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月28日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 2,835,000 － 2 －
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

31 × －
スライド書庫ほか購入（生産局畜
産部）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月29日
株式会社　第一文眞堂
（東京都港区芝大門１
－３－１６）

一般競争入札 － 6,409,620 － 4 －

32 × －
青果物卸売市場調査（産地別）
集計プログラムの修正業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月29日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 3,517,500 － 2 －

33 × －
平成２０年度農業基盤情報解析
データ変換業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月29日
株式会社フジヤマ
（静岡県浜松市中区元
城町２１６－１９）

一般競争入札 － 493,500 － 5 －

34 × －
平成２０年度英語能力向上研修
実施業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

株式会社インターグ
ループ
（大阪市北区豊崎三丁
目２０番１号）

一般競争入札 － 2,410,800 － 3 －

35 × －
農村地域再生カルテシステムの
開発及び情報提供業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月5日

ナカシャクリエイテブ
株式会社東京支店
（東京都港区浜松町２
丁目２番３号）

一般競争入札 － 8,368,500 － 1
過去５年間の契約実績

等

36 × －
農業経営統計調査現金出納帳外
の印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月5日
御幸印刷株式会社
（埼玉県所沢市大字松
郷１５１番地の４５）

一般競争入札 － 12,012,420 － 3 －

37 × －
土地管理情報収集分析調査シス
テム保守業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月8日

ナカシャクリエイテブ
株式会社東京支店
（東京都港区浜松町２
丁目２番３号）

一般競争入札 － 1,543,500 － 2 －

38 × －
２００８年漁業センサス調査票
記入の仕方外の印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月9日
川口印刷工業株式会社
（岩手県盛岡市羽場１
０地割１番地２）

一般競争入札 － 3,269,700 － 14 －

競争入札　全体　5 / 52 ページ
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見直し計画
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見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

39 × － 農林水産省認証局監査業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月10日
株式会社インテック
（東京都江東区新砂１
丁目３番３号）

一般競争入札 － 3,024,000 － 1
認証局監査及び情報シ
ステム監査の実績等

40 × －
野菜調査集計プログラムの修正
業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月10日
株式会社リコー
（東京都大田区中馬込
一丁目３番６号）

一般競争入札 － 5,355,000 － 1 －

41 × －
漁業経営調査集計プログラムの
開発業務（政府調達）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月12日

クボタシステム開発株
式会社
（大阪府大阪市浪速区
敷津東一丁目２番４７
号）

一般競争入札 － 29,925,000 － 5 －

42 × －
農業経営統計調査報告の印刷製
造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月12日
有限会社エムア
（茨城県龍ヶ崎市川原
代町１０６２－３８）

一般競争入札 － 2,685,690 － 20 －

43 × －
農林水産省メールフィルタリング
システム用機器購入及び保守

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月16日

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株
式会社
（東京都千代田区内幸
町一丁目１番６号）

一般競争入札 － 7,980,000 － 3 －

44 × －
自動車用燃料（バイオ）の購入
（単価契約）（変更契約）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月30日 千代田石油（株） 一般競争入札 －

変更契約
バイオ＠175.35
円
軽油＠158.55円

－ 1 － 単価契約

45 × －
平成２０年度国内産農産物の残
留農薬分析業務（単価）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月30日

日本環境株式会社
（神奈川県横浜市鶴見
区鶴見中央三丁目１２
番３１号）

一般競争入札 － 4,667,250 － 4 －

46 ×
合同庁舎（本館）及び三番町共
用会議所受水槽清掃点検業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美（東
京都千代田区霞が関１
－２－１）

平成20年8月14日
山大物産（株）（埼玉
県新座市北野二丁目14
番14号）

一般競争入札 － 987,000 － 10 －
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見直し計画
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見直し計画にお
ける措置内容
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の数

特別な競争参加資格 備　　考

47 ×
合同庁舎（本館）及び三番町共
用会議所汚水槽清掃点検業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美（東
京都千代田区霞が関１
－２－１）

平成20年9月26日
第一整備工業（株）
（東京都板橋区赤塚３
丁目34番８号）

一般競争入札 － 2,310,000 － 5 －

48 ×
平成20年度地域活性化のための
農業集落データ分析委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房
統計部長　長　　清
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月17日

(財)農林統計協会
会長　　岩崎　充利
（東京都目黒区下目黒
３丁目９番１３号）

一般競争契約
（総合評価の実

施）
9,462,420 9,426,900 99.6% 2 - （公）

49 ×
平成20年度有機リン系農薬の評
価及び試験方法の開発調査事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

社団法人
農林水産航空協会
会長　関口　洋一
東京都千代田区平河町
２丁目７番１号
塩崎ビル３階

一般競争入札 ー 28,350,000 ー 1 ー （公）

50 ×
平成20年度微生物リスク管理基
礎調査事業
（肉用牛農場）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

財団法人
東京顕微鏡院
理事長山田匡通
東京都千代田区九段南
４－８－３２

一般競争入札 ー 7,350,000 ー 3 ー （公）

51 ×

平成20年度有害化学物質リスク
管理基礎調査事業
（魚介類中のダイオキシン類濃
度調査）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月30日

財団法人　日本食品分
析センター
理事長　齋藤文一
東京都渋谷区元代々木
町５２－１

一般競争入札 ー 43,890,000 ー 1

・試料の採取を適切に遂
行出来る体制を有し、分
析に際し、適切な内部制
度管理及び外部制度管
理を実施していること。
・食品分析（ダイオキシン
類）について、
ISO/IEC17025:2005の認
定を取得していること。
・過去3年以内にCentral
Science Laboratoryが実
施するFAPASの総水銀
及びメチル水銀を分析項
目とする試験に参加し、
満足な成績であったこ
と。

（公）

52 ×

平成20年度微生物リスク管理基
礎調査事業
（分離菌株の性状解析）委託事
業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

（財）畜産生物科学安
全研究所
相模原市橋本台３－７
－１１
理事長松原謙一

一般競争入札 ー 15,855,000 ー 3 ー （公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
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びにその所属する部局
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応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

53 ×
平成20年度微生物リスク管理基
礎調査事業
（ブロイラー農場）委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

（財）畜産生物科学安
全研究所
相模原市橋本台３－７
－１１
理事長松原謙一

一般競争入札 ー 4,935,000 ー 3 ー （公）

54 ×

平成20年度農薬的資材安全性評
価情報整備事業
（科学合成農薬混入等確認試
験、農薬の急性参照漁（ARｆ
D）に関する残留性試験、動物
医薬品の堆肥中の残留実態調査

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月14日

財団法人　残留農薬研
究所　理事長　寺本昭
二　茨城県常総市内守
谷町4321番地

一般競争入札 ー 28,875,000 ー 2 特に設定していない （公）

55 ×
平成20年度有害化学物質リスク
管理基礎調査事業
(魚介類中の水銀濃度調査)

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月15日

財団法人　日本冷凍食
品検査協会
理事長　前田　重春
（東京都港区芝大門２
－４－６）

一般競争入札 ー 34,755,000 ー 1

・試料の採取を適切に遂
行出来る体制、分析に際
し、適切な内部制度管理
及び外部制度管理を実
施している。
・過去3年以内にCentral
Science Laboratoryが実
施するFAPASの総水銀
及びメチル水銀を分析項
目とする試験に参加し、
満足な成績であったこ
と。

（公）

56 ×

平成20年度生産資材安全性確保
調査・試験事業　(汚泥肥料中
の有害物質のサンプリング手法
の開発)

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月10日

（独）農林水産消費安
全技術センター
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１さいた
ま新都心合同庁舎検査
棟
理事長　吉羽雅昭

一般競争入札 ー 17,362,800 ー 4

調査分析の信頼性を確
保するため、適切な内
部精度管理及び外部精
度管理を実施している
こと

57 ×

平成20年度有害化学物質リスク
管理基礎調査事業　（畜産物中
のダイオキシン類濃度調査）委
託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月10日

（財）畜産生物科学安
全研究所
相模原市橋本台３－７
－１１
理事長 松原謙一

一般競争入札 ー 26,250,000 ー 2

・試料の採取を適切に遂
行出来る体制を有し、分
析に際し、適切な内部制
度管理及び外部制度管
理を実施していること。
・過去3年以内にCentral
Science Laboratoryが実
施するFAPASのﾀﾞｲｵｷｼ
ﾝ類を分析項目とする試
験に参加し、満足な成績
であったこと。

（公）

58 ×

平成20年度有害化学物質リスク
管理基礎調査事業　（加工食品
中のフラン含有実態調査）委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月11日

財団法人　日本食品分
析センター
理事長　齋藤文一
東京都渋谷区元代々木
町５２－１

一般競争入札 ー 9,450,000 ー 1
適切な内部精度管理及
び外部精度管理を実施
していること

（公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

59 ×
平成20年度食品トレーサビリ
ティ向上対策委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月12日

（社）農協流通研究所
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３８－９
理事長 小森芳夫

一般競争入札 ー 3,024,999 ー 5 ー （公）

60 ×
平成２０年度鳥獣害対策専門家
育成委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年7月2日

（財）自然環境研究セ
ンター
(東京都台東区下谷３-
１０-１０)

一般競争契約 ー 7,245,000 ー 3 （公）

61 ×
平成２０年度登録品種の標本・
DNA保存等委託事業のうちDNA品
種識別技術の妥当性確認事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年7月9日

特定非営利活動法人Ｄ
ＮＡ鑑定学会
(神奈川県横浜市神奈川
区金港町５－３２)

一般競争契約 ー 11,970,000 ー 1

62 ×
平成２０年度東アジア地域植物
品種保護制度研究員招へい事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年7月9日

（社）農林水産先端技
術産業振興センター
（東京都港区赤坂１－
９－１３）

一般競争契約 ー 12,075,000 ー 1 （公）

63 ×
平成２０年度高齢者等農作業事
故防止手法調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年7月11日

（社）日本農業機械化
協会
(東京都中央区新川２－
６－１６)

一般競争契約
（総合評価）

ー 12,538,664 ー 1 （公）

64 ×
平成２０年度農業者における種
苗の自家増殖に関する実態調査
委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年7月24日
（株）流通研究所
（神奈川県伊勢原市伊
勢原１－１６－８)

一般競争契約 ー 5,023,200 ー 3

65 ×
平成２０年度花き産業振興総合
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年8月14日

（株）流通システム研
究センター
(東京都文京区本郷３－
４－５)

一般競争契約 ー 3,690,435 ー 8

66 ×
平成２０年度草地開発整備事業
計画設計基準（事業効果）改訂
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
竹谷  廣之
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年9月24日

（社）日本草地畜産種
子協会
（東京都中央区京橋１
－１９－８)

一般競争契約
（総合評価）

ー 4,313,400 ー 2 （公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

67 ×
平成２０年度草地管理指標改訂
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
竹谷  廣之
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年9月24日

（社）日本草地畜産種
子協会
（東京都中央区京橋１
－１９－８)

一般競争契約
（総合評価）

ー 3,360,000 ー 2 （公）

68 ×
平成２０年度環境保全機能を活
用した草地整備手法確立調査委
託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
竹谷  廣之
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年9月24日

（社）日本草地畜産種
子協会
（東京都中央区京橋１
－１９－８)

一般競争契約
（総合評価）

ー 11,676,000 ー 1 （公）

69 ×
平成２０年度畜産環境整備技術
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
竹谷  廣之
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年9月24日

（社）日本草地畜産種
子協会
（東京都中央区京橋１
－１９－８)

一般競争契約
（総合評価）

ー 2,592,450 ー 2 （公）

70 ×
平成２０年度自給飼料基盤確保
手法等調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
竹谷  廣之
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成20年9月24日
（株）流通研究所
（神奈川県伊勢原市伊
勢原１－１６－８)

一般競争契約
（総合評価）

ー 3,378,900 ー 5

71 × － 損害評価手帳印刷

農業共済再保険特別会
計支出負担行為担当官
農林水産省経営局保険
課長　山下容弘
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成20年7月31日

山浦印刷（株）
代表取締役 山浦賢一
（東京都文京区関口１
－３９－１０）

一般競争入札 ー 3,353,043 ー 6 －

72 公196 競争契約に移行
平成２０年度事業計画管理地区
調査（土地改良事業地区営農推
進優良事例表彰）実施業務

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長　　　中條　康朗
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成20年8月11日

全国土地改良事業団体
連合会
（東京都千代田区平河
町２－７－４）

一般競争入札 ー 2,730,000 ー 3 －

73
中央合同庁舎第4号館図書館書
架一式

支出負担行為担当官
農林水産政策研究所長
齊藤　登
東京都北区西ヶ原２－
２－１

平成20年8月18日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-
12

一般競争 ー 72,870,000 ー 1

74
中央合同庁舎第4号館什器類一
式

支出負担行為担当官
農林水産政策研究所長
齊藤　登
東京都北区西ヶ原２－
２－１

平成20年8月21日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-
12

一般競争 ー 74,025,000 ー 1
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

一般競争契約・指
名競争契約の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者
の数

特別な競争参加資格 備　　考

75 壁面収納庫

支出負担行為担当官
農林水産政策研究所長
齊藤　登
東京都北区西ヶ原２－
２－１

平成20年9月19日
文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座3-4-
12

一般競争 ー 6,097,497 ー 2

76

（注４） 総合評価落札方式によった場合には、「一般競争契約・指名競争契約の別（総合評価の実施）」欄にその旨を記載する。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注２）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」の文字と「随意契約の点検・見
直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約については「×」と記載する。

（注３）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競争性のない随意契約」のいず
れか）を記載する。

（注５） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注６）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

（注７）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにのみ、当該参加資格を簡潔に記載
する。
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別紙様式２

平成２０年度第２四半期

番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

1 × －
平成２０年度「食品表示担当
者研修（情報提供等に対する
応対研修）」等業務

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月28日
株式会社話し方研修所
（東京都文京区湯島三
丁目２０－１２）

企画競争による調達であ
り契約相手方の提案内容
が当省の期待する最も優
秀なものとして選定さ
れ、競争を許さないこと
から、会計法第２９条の
４第３項に該当するた
め。(企画競争）

11,510,000 11,510,000 100% - 3

2 × －
平成２０年度　一般会計補正
予算書　外の印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月8日

独立行政法人国立印刷
局
（東京都港区虎ノ門２
丁目２番４号）

予算書の印刷は、財務省
主計局、各府省及び
（独）国立印刷局のネッ
トワークを通じて、デー
タ入力から印刷・製本ま
でを一貫して行われてい
るものである。このた
め、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（その他）

3,433,084 3,433,084 100%

3 ×

平成20年度食料自給率戦略広
報推進事業委託事業（食料自
給率向上に向けた国民運動推
進事業）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月1日
株式会社電通（東京都
港区東新橋１－８－
１）

本業務については、委託
先を公募し、審査の結
果、（株）電通が選定さ
れており、競争を許さな
いことから会計法第29条
の3第4項に該当するため
(企画競争)

650,000,000 650,000,000 100% - 4

4 ×

平成20年度食料自給率戦略広
報推進事業委託事業（広報に
よる食料自給率向上効果測定
事業）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月25日
株式会社アサツー
ディ・ケィ（東京都中
央区築地1-13-1）

本業務については、委託
先を公募し、審査の結
果、（株）アサツー
ディ・ケィが選定されて
おり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の3第
4項に該当するため
(企画競争)

18,000,000 18,000,000 100% - 9

5 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度活きた輸出情報ネッ
トワーク構築委託事業（輸出オリ
エンテーションの会の開催）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月24日
（株）ジェイコム
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスＥＮＴ１１階

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（株）ジェイコムが
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

45,646,235 45,646,235 100% - 1 -

随意契約（物品役務等）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

6 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）フランス（ＳＩＡＬ
２００８）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

（独）日本貿易振興機
構
港区赤坂１－１２－３
２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（独）日本貿易振興
機構が選定されており、
競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（企
画競争）

55,000,000 55,000,000 100% - 3 -

7 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）インド（Ｗｏｒｌｄ
ｏｆ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｄｉａ　２００８）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

（株）近鉄エクスプレ
ス
千代田区大手町１－６
－１

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱近鉄エクスプレス
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

35,000,000 35,000,000 100% - 2 -

8 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）アラブ首長国連
邦（Ｇｕｌｆｏｏｄ　２００９）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

（株）近鉄エクスプレ
ス
千代田区大手町１－６
－１

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱近鉄エクスプレス
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

50,000,000 50,000,000 100% - 4 -

9 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）マカオ（Ｗｉｎｅ＆
ＧｏｕｒｍｅｔＡｓｉａ）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日
（株）ジェイコム
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスＥＮＴ１１階

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱ジェイコムが選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。（企画競争）

19,839,200 19,839,200 100% - 5 -

10 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）香港（Ａｓｉａ　Ｆｒ
ｕｉｔ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃａ２００８）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

（独）日本貿易振興機
構
港区赤坂１－１２－３
２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（独）日本貿易振興l
機構が選定されており、
競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（企
画競争）

25,000,000 25,000,000 100% - 5 -

11 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）ドイツ（ＩＰＭ　Ｅｓ
ｓｅｎ２００９）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

（株）近鉄エクスプレ
ス
千代田区大手町１－６
－１

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱近鉄エクスプレス
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

20,000,000 20,000,000 100% - 2 -

随意契約　全体　13 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

12 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（常設
店舗活用型輸出対策）アラブ首
長国連邦

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月22日

（株）コスモトレード
アンドサービス
品川区東品川２－５－
８

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱コスモトレードア
ンドサービスが選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。（企画競争）

50,000,000 50,000,000 100% - 3 -

13 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（常設
店舗活用型輸出対策）マカオ

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月22日
（株）ジェイコム
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスＥＮＴ１１階

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱ジェイコムが選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。（企画競争）

29,905,435 29,905,435 100% - 3 -

14 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（常設
店舗活用型輸出対策）ロシア連
邦

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月22日
（株）サングローブ
フード大田区東海３－
９－１

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱サングローブフー
ドが選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。（企画
競争）

29,999,180 29,999,180 100% - 2 -

15 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度自由貿易協定情報
調査分析検討事業（EU）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日

（株）農林中金総合研
究所
千代田区大手町１－８
－３

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱農林中金総合研究
所が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。（企画
競争）

4,979,000 4,979,000 100% － 1 -

16 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度自由貿易協定情報
調査分析検討事業（既発効EPA
の効果）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月22日

ピー・アイ・エーリミ
テッドライアビリティ
カンパニー
中央区新川１－１０－
１２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、ピー・アイ・エーリ
ミテッドライアビリティ
カンパニーが選定されて
おり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の
３第４項に該当するた
め。（企画競争）

4,979,000 4,979,000 100% － 2 -

17 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）中国（ＦＨＣ　Ｃｈ
ｉｎａ　２００８）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月14日

（独）日本貿易振興機
構
港区赤坂１－１２－３
２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（独）日本貿易振興
機構が選定されており、
競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（企
画競争）

25,000,000 25,000,000 100% － 4 -

随意契約　全体　14 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

18 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）米国　Natural
Products　Expo

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月14日

（独）日本貿易振興機
構
港区赤坂１－１２－３
２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（独）日本貿易振興
機構が選定されており、
競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（企
画競争）

50,000,000 50,000,000 100% － 2 -

19 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農林水産物等海外
販路創出・拡大委託事業（海外
展示・商談活動）米国（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｅａｆｏｏｄ　ｓｈｏ
ｗ）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月1日
共同ピーアール（株）
中央区銀座７－２－２
２

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱共同ピ－アールが
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

30,000,000 29,986,014 99.9% － 1 -

20 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度効率的な農林業経
済協力に関する調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月20日

（財）日本水土総合研
究所
港区虎ノ門１－２１－
１７

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、(財）日本水土総合研
究所が選定されており、
競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。（企
画競争）

30,478,000 30,478,000 100% 8 1 - （公）

21 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度みなぎる輸出活力
誘発委託事業（輸出ビジネスモ
デル戦略の策定・ＦＡＪ輸出協議
会）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日
（株）三菱総合研究所
千代田区大手町２－３
－６

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱三菱総合研究所が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

17,974,506 17,974,506 100% － 2 -

22 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度みなぎる輸出活力
誘発委託事業（輸出ビジネスモ
デル戦略の策定・宮崎県森林組
合連合会

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月28日
（株）三菱総合研究所
千代田区大手町２－３
－６

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱三菱総合研究所が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

15,954,404 15,954,404 100% － 4 -

23 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度みなぎる輸出活力
誘発委託事業（輸出ビジネスモ
デル戦略の策定・全国さんま棒
受網漁業協同組合）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月19日
（株）野村総合研究所
千代田区丸の内１－６
－５

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱野村総合研究所が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

17,963,431 17,963,431 100% － 4 -

随意契約　全体　15 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

24 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度日本食・日本食材
等海外発信委託事業（日本食材
等・日本食文化発信事業及び品
目別等広報活動費（アグリフード
ＥＸＰＯ２００８における日本食材
等・日本食文化PRイベントの開
催））

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月4日
三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング（株）
港区港南2－16－4

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング㈱が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

3,941,490 3,941,490 100% － 5 -

25 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度ODAと農産物貿易
に関する政策一貫性に関する基
礎調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月29日
海外貨物検査（株）
中央区日本橋兜町１５
－６

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、海外貨物検査㈱が選
定されており、競争を許
さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当
するため。（企画競争）

13,329,400 13,329,400 100% － 2 -

26 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度地球的規模の問題
に対する食料・農業・農村分野の
貢献手法に関する検討調査委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月29日

みずほ情報総研（株）
千代田区神田錦町２－
３

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、みずほ情報総研㈱が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

19,709,708 19,709,708 100% － 4 -

27 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度海外情報調査分析
事業（北米地域）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

（社）国際農林業協働
協会
港区赤坂８－１０－３
９

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（社）国際農林業協
働協会が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

11,474,000 11,474,000 100% 8 1 - （公）

28 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度海外情報調査分析
事業（欧州地域）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

（社）国際農林業協働
協会
港区赤坂８－１０－３
９

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（社）国際農林業協
働協会が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

8,676,000 8,676,000 100% 8 1 - （公）

29 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度海外情報調査分析
事業（豪州地域）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

（社）食品需給研究セ
ンター
北区西ヶ原１－２６－
３

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（社）食品需給研究
センターが選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

4,351,200 4,351,200 100% 1 2 - （公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

30 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度海外情報調査分析
事業（アジア地域）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

（社）食品需給研究セ
ンター
北区西ヶ原１－２６－
３

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（社）食品需給研究
センターが選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

10,619,700 10,619,700 100% 1 2 - （公）

31 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度海外情報調査分析
事業（アフリカ・ロシア・東欧・中
南米等地域）

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月4日

（社）国際農林業協働
協会
港区赤坂８－１０－３
９

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、（社）国際農林業協
働協会が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

8,372,000 8,372,000 100% 8 1 - （公）

32 ×
企画競争・公募
を実施

平成２０年度国際相互理解促進
事業

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　北原　俊美
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月9日
（株）ジェイコム
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスＥＮＴ１１階

この業務については、委
託先を公募し、審査の結
果、㈱ジェイコムが選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。（企画競争）

5,575,500 5,575,500 100% － 2 -

33
平成２０年度食品産業温室効
果ガス排出削減戦略調査委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省総合食料局
長　町田勝弘
東京都千代田区霞が関
１－２－１

平成20年8月4日

株式会社　日本総合研
究所　取締役社長　木
本　泰行
東京都千代田区一番町
１６番

企画競争を行った結果、
契約相手方から提出され
た企画提案書が審査委員
会で優れたものであると
して選定され、競争を許
さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当
するため。(企画競争）

7,530,626 7,530,626 100% 0 5

34 ×
平成20年度特定JAS規格検討・
普及推進委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月3日

株式会社
三菱総合研究所
代表取締役社長
田中　將介
（東京都千代田区大手
町２－３－６）

効果的な事業実施を実現
するとともに、委託先の
採択に係る公平・透明性
を確保するため、企画提
案を公募し、企画競争を
伴う随意契約によるもの
とする。
会計法第２９条の３第４
項
（企画競争）

44,418,000 44,418,000 100% － 1

当該事業に関するノウ
ハウを有し、かつ、事
業目的の達成及び事業
計画の遂行に必要な組
織及び人員を有してい
る者
当該事業を円滑に遂行
するために必要な経営
基盤を有し、かつ、資
金等について十分な管
理能力を有している者

随意契約　全体　17 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

35 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（果樹火傷病の国内侵入
防止と防除対策のための基盤
研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月9日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

9,500,000 9,500,000 100% － － －

36 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（監視伝染病等の病性鑑
定手法の高度化と精度管理手
法に関する研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月10日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

13,500,000 13,500,000 100% － － －

随意契約　全体　18 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

37 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（飼料及び堆肥に残留す
る除草剤の簡易判定法と被害
軽減対策の確立）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月16日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

9,985,000 9,985,000 100% － － －

38 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（マガキの生産段階にお
けるノロ・ウィルス・リスク
低減に関する研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月16日

独立行政法人水産総合
研究センター
理事長　川口　恭一
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３クイーンズタワーＢ
棟　15階）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人水産総合研
究センターが選定されて
おり、会計法第２９条の
３第４項に該当するた
め。
(企画競争)

17,100,000 17,100,000 100% － － －

随意契約　全体　19 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

39 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（コイヘルペスウイルス
病まん延防止技術の開発）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月16日

独立行政法人水産総合
研究センター
理事長　川口　恭一
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３クイーンズタワーＢ
棟　15階）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人水産総合研
究センターが選定されて
おり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の
３第４項に該当するた
め。
(企画競争)

16,250,000 16,250,000 100% － － －

40 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（国内初のトマトウイロ
イド病に対応した診断・防除
の新規開発）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月17日

広島県
広島県知事
藤田　雄山
（広島県広島市中区基
町１０－５２）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
広島県が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

14,130,000 14,130,000 100% － － －

随意契約　全体　20 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

41 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（日本におけるアクリル
アミドの経口摂取量評価に関
する調査研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月17日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

12,825,000 12,825,000 100% － － －

42 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（生産段階の病原微生物
汚染実態調査の確立に関する
研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月18日

財団法人
東京顕微鏡院
理事長　山田　匡通
（東京都千代田区九段
南４－８－３２）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
財団法人東京顕微鏡院が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

12,600,000 12,600,000 100% － － － (公）

随意契約　全体　21 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

43 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（マイコトキシンのポス
トハーベストの汚染リスクと
その低減化）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月22日

国立大学法人
信州大学
分任契約担当役
理事　白井　汪芳
（長野県松本市旭３－
１－１）

本委託事業は、平成１７
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
国立大学法人信州大学が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

16,515,000 16,515,000 100% － － －

44 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（食品媒介性病原細菌の
動態と排除法に関する研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月24日

学校法人酪農学園
理事長　麻田　信二
（北海道江別市文京台
緑町５８２）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
学校法人酪農学園が選定
されており、会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。
(企画競争)

14,000,000 14,000,000 100% － － －

随意契約　全体　22 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

45 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（市販加工食品の標準的
レシピの開発とデータベース
の構築）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

学校法人和洋学園
学長　坂本　元子
（千葉県市川市国府台
２－３－１）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
学校法人和洋学園が選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。
(企画競争)

7,800,000 7,800,000 100% － － －

46 ×
平成20年度諸外国の遺伝子組
換え作物に関する調査委託事
業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月30日

株式会社
日本総合研究所
代表取締役社長　木本
泰行
（東京都千代田区一番
町１６番）

本事業は、諸外国の遺伝
子組換え作物の開発状況
等の調査を行う業務であ
り、調査に当たっては遺
伝子組換え作物の知見に
加え、諸外国における開
発状況の知見、調査方法
についてのノウハウ、調
査対象国におけるネット
ワーク等が必要であり、
委託先を企画競争により
選考したところ、このよ
うな条件を満たしている
のは株式会社日本総合研
究所以外になく、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
（企画競争）

8,885,415 8,885,415 100% － 4

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）

随意契約　全体　23 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

47 ×
平成20年度畜産農家における
薬剤耐性菌発生の実態調査事
業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月31日

独立行政法人
農林水産消費安全技術
センター
理事長　吉羽　雅昭
（埼玉県さいたま市中
央区新都心2-1　さい
たま新都心合同庁舎検
査棟）

社団法人日本科学飼料
協会
理事長　石橋　晃
(東京都中央区新川２
－６－１６）

本事業は、家畜の糞便か
ら細菌を分離して抗生物
質等に対する薬剤感受性
試験を行うもので、細菌
及び抗生物質に関する各
種試験の専門的な知見が
必要であり、委託先を企
画競争により選考したと
ころ、これを満たしてい
るのは、独立行政法人農
林水産消費安全技術セン
ター及び社団法人日本科
学飼料協会以外になく、
会計法第２９条の３第４
項に該当するため。
（企画競争）

7,651,400

4,348,600

7,651,400

4,348,600

100%

－

－

2

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）

(公）

48 ×
平成20年度ペットフードの安
全監視体制構築に係る予備調
査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月31日

独立行政法人
農林水産消費安全技術
センター
理事長　吉羽　雅昭
（埼玉県さいたま市中
央区新都心2-1）

財団法人　日本食品分
析センター
理事長　齋藤　文一
（東京都渋谷区元代々
木町５２－１）

本事業は、ペットフード
法に基づき安全なペット
フードを供給するため検
査方法を開発・確立する
ためのものであり、検
査・分析方法についての
適切な知見を有している
ことと等が必要であり、
委託先を企画競争により
選考したところ、これを
満たしているのは独立行
政法人農林水産消費安全
技術センター及び財団法
人日本食品分析センター
以外になく、会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。
（企画競争）

12,590,700

11,409,300

12,590,700

1,409,300

100%

－

－

1

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）

(公）

49 公95 企画競争を実施平成20年度貝毒安全対策事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年7月31日

財団法人　日本食品分
析センター
理事長　齋藤　文一
（東京都渋谷区元代々
木町５２－１）

本事業は貝毒の機器分析
に使用する標準品の製造
及び配付を行うものであ
り、貝毒及びその分析技
術さらには製造について
の適切な知見や施設を有
していること等が必要で
あり、委託先を企画競争
により公募したところ、
財団法人日本食品分析セ
ンター以外になく、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。
（企画競争）

4,369,500 4,369,500 100% － －

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）

(公）

随意契約　全体　24 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

50 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業
（豚繁殖・呼吸障害症候群の
制御のための飼養衛生管理技
術の高度化）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月7日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。(企画競争)

13,410,000 13,410,000 100% － － －

51 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業
（小型ピロプラズマ病リスク
低減のための飼養管理技術の
開発）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月7日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が
選定されており、会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。
(企画競争)

17,993,000 17,993,000 100% － － －

随意契約　全体　25 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

52 ×

平成20年度生産資材安全性確
保調査・試験事業
（抗菌性物質薬剤耐性菌評価
情報整備委託事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

（財）畜産生物科学安
全研究所
理事長　松原　謙一
（神奈川県相模原市橋
本台３丁目７番１１
号）

本事業は家畜等へのマク
ロライド系の抗菌剤や飼
料添加物の投与試験等に
よる薬剤耐性菌の発生評
価の検討、国内の抗菌性
物質の使用実態について
の調査、抗菌性物質に広
く適応可能な二次的リス
クの評価基準等の作成及
び各畜種における抗菌剤
の適切かつ慎重な使用に
関するガイドライン案の
作成を内容としている。
これら多岐にわたる事業
内容を確定し、実施する
ためには、薬剤耐性菌に
対する高度な専門性を有
し、動物の飼育から採
材、分析まで一貫して行
うことができる高い技術
水準及び豊富な経験を有
する必要があり、委託先
を公募し企画競争により
選考したところ、このよ
うな条件を満たしている
のは財団法人畜産生物科
学安全研究所以外にな
く、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

76,540,000 76,540,000 100% 3 1 － (公）

53 ×

平成20年度IPM技術評価基準策
定・情報提供委託事業
（農薬環境情報収集・基準策
定事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

社団法人　日本植物防
疫協会
理事長　岩本　毅
（東京都豊島区駒込１
－４３－１１）

本事業は、ＩＰＭの実践
に必要な防除技術（ＩＰ
Ｍ要素技術）の評価基準
の策定、ＩＰＭ要素技術
を効果的かつ安全に実施
するための実施基準の策
定を行うとともに、農業
指導者及び農業者等にＩ
ＰＭ要素技術に関する情
報を提供するものであ
り、ＩＰＭに関連する専
門的知識を有するととも
に、試験・調査の知見及
び効率的に実施できる体
制を整備している者が実
施する必要があり、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

19,980,000 19,980,000 100% 2 1 － (公）

随意契約　全体　26 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

54 ×

平成20年度IPM技術評価基準策
定・情報提供委託事業
（周辺作物飛散影響防止対策
基準策定事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年8月8日

社団法人　日本植物防
疫協会
理事長　岩本　毅
（東京都豊島区駒込１
－４３－１１）

社団法人農林水産航空
協会
会長　関口　洋一
（東京都千代田区平河
町２－７－１）

本事業は、ＩＰＭの実践
に必要な防除技術（ＩＰ
Ｍ要素技術）の評価基準
の策定、ＩＰＭ要素技術
を効果的かつ安全に実施
するための実施基準の策
定を行うとともに、農業
指導者及び農業者等にＩ
ＰＭ要素技術に関する情
報を提供するものであ
り、ＩＰＭに関連する専
門的知識を有するととも
に、試験・調査の知見及
び効率的に実施できる体
制を整備している者が実
施する必要があり、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

14,459,000

13,224,000

14,459,000

13,224,000

100%

2

2

1 －

(公）

55 ×
平成20年度IPM技術評価基準策
定・情報提供委託事業
（IPMデータベース構築事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年8月8日

社団法人　日本植物防
疫協会
理事長　岩本　毅
（東京都豊島区駒込１
－４３－１１）

本事業は、ＩＰＭの実践
に必要な防除技術（ＩＰ
Ｍ要素技術）の評価基準
の策定、ＩＰＭ要素技術
を効果的かつ安全に実施
するための実施基準の策
定を行うとともに、農業
指導者及び農業者等にＩ
ＰＭ要素技術に関する情
報を提供するものであ
り、ＩＰＭに関連する専
門的知識を有するととも
に、試験・調査の知見及
び効率的に実施できる体
制を整備している者が実
施する必要があり、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。
（企画競争）

18,071,000 18,071,000 100% 2 1 － (公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

56 ×

平成20年度IPM技術評価基準策
定・情報提供委託事業
（土壌病害虫防除技術基準策
定事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－1）

平成20年8月8日

社団法人　日本くん蒸
技術協会
会長　管原　敏夫
（東京都台東区東１－
２６－６）

本事業は、ＩＰＭの実践
に必要な防除技術（ＩＰ
Ｍ要素技術）の評価基準
の策定、ＩＰＭ要素技術
を効果的かつ安全に実施
するための実施基準の策
定を行うとともに、農業
指導者及び農業者等にＩ
ＰＭ要素技術に関する情
報を提供するものであ
り、ＩＰＭに関連する専
門的知識を有するととも
に、試験・調査の知見及
び効率的に実施できる体
制を整備している者が実
施する必要があり、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。
（企画競争）

21,185,000 21,185,000 100% 2 1 － (公）

57 ×
平成20年度IPM技術評価基準策
定・情報提供委託事業
（省力的散布基準策定事業）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

社団法人農林水産航空
協会
会長　関口　洋一
（東京都千代田区平河
町２－７－１）

株式会社　エスコ
代表取締役
近藤　俊夫
（長野県長野市富竹１
７３－２）

本事業は、ＩＰＭの実践
に必要な防除技術（ＩＰ
Ｍ要素技術）の評価基準
の策定、ＩＰＭ要素技術
を効果的かつ安全に実施
するための実施基準の策
定を行うとともに、農業
指導者及び農業者等にＩ
ＰＭ要素技術に関する情
報を提供するものであ
り、ＩＰＭに関連する専
門的知識を有するととも
に、試験・調査の知見及
び効率的に実施できる体
制を整備している者が実
施する必要があり、会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。
（企画競争）

10,906,000

4,750,000

10,906,000

4,750,000

100%

2

－

1 － (公）

58 ×

平成20年度ペットフードの安
全監視体制構築に係る予備調
査委託事業
(関連情報の収集・発信体制構
築に関する調査）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月25日

ペットフード工業会
会長　高原　利雄
（東京都千代田区神田
須田町２－３－１６
千代田パリオンビル９
F）

本事業は、ペットフード
に関する情報の収集・発
信に活用できるデータ
ベースを作成するもので
あり、ペットフード及び
その関係事業者等につい
て適切な知見を有してい
ることが必要であり、委
託先を企画競争により選
考したところ、これを満
たしているのはペット
フード工業会以外にな
く、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

6,000,000 6,000,000 100% －
1

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

59 公82 企画競争を実施平成20年度貝毒安全対策事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月27日

独立行政法人水産総合
研究センター
理事長　川口　恭一
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３クイーンズタワーＢ
棟　15階）

本事業は、近年の海洋環
境の変化に伴う、神経障
害などを引き起こす新た
な貝毒の発生から国民の
健康被害の発生を防止す
るため、これら貝毒の分
析法の開発や全国的な実
態調査を行うものであ
る。こうした分析法の開
発や調査を適切に実施す
るためには、毒素を持っ
たプランクトンの種類や
分布海域、あるいは貝毒
成分の特性や分析法など
に関する専門性の高い知
識・技術が必要であり、
委託先を公募し企画競争
により選考したところ、
このような条件を満たし
ているのは独立行政法人
水産総合研究センター以
外になく、会計法第２９
条の３第４項に該当する
ため。
（企画競争）

9,179,000 9,179,000 100% － －

（事業目的の達成及び
事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有して
いる者、当該事業を円滑
に遂行するために必要
な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分
な管理能力を有している
者）

60 ×
平成20年度薬事監視事務委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月10日

大阪府
大阪府知事　橋下　徹
（大阪府大阪市中央区
大手前２丁目１番２２
号）

本委託費は、薬事法に基
づく農林水産大臣の所管
業務である動物用医薬品
等の製造業、製造販売業
等の許可について、申請
があった場合、申請者の
製造所、事務所等に実地
に立入りを行って、許可
要件への適合性について
審査を行うものである
が、これらの事務は、法
定受託事務として都道府
県がその事務を行うこと
とされており、競争を許
さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当
するため。
(その他）

150,000 150,000 100% － － －

随意契約　全体　29 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

61 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（魚食によるメチル水銀
のリスクと交絡因子の解析）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月12日

独立行政法人水産総合
研究センター
理事長　中前　明
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３クイーンズタワーＢ
棟　15階）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。
(企画競争)

36,000,000 36,000,000 100% － － －

62 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（安全なワクチンベク
ターを利用した省力的・高機
能ワクチンの開発）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月29日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。
(企画競争)

21,000,000 21,000,000 100% － － －

63 ×

平成20年度新たな農林水産政
策を推進する実用技術開発事
業　（我が国における家畜伝
染性疾病のサーベイランスに
関する研究）

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全
局長　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月30日

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
理事長　堀江　武
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。
(企画競争)

12,000,000 12,000,000 100% － － －
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

64 ×
平成２０年度地方元気再生推
進調査委託事業（士別羊のブ
ランド化への挑戦）

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月3日

サフォークランド士別
プロジェクト代表団体
北海道士別市長
(北海道士別市東６条
４－１)

内閣府地域活性化推進担
当室において企画競争に
より「地方の元気再生事
業」の対象となる取組を
募集し、選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
（企画競争）

25,576,990 25,576,990 100% － 1,186

65 ×

平成２０年度農林水産物貿易
円滑化推進委託事業（海外貿
易情報収集等基礎調査）のう
ち海外における農林水産物・
食品に係る商標、模倣品等に
関する調査

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
内藤  邦男
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月11日

トムソンコーポレー
ション（株）
(東京都港区愛宕１－
３－４)

企画競争を行った結果、
契約相手方から提出され
た企画提案書が審査委員
会で優れたものであると
して選定され、競争を許
さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当
するため。（企画競争）

9,975,000 9,975,000 100% － 2

66 ×
企画競争・公募
を実施

外国人研修適正化推進調査委
託事業

支出負担行為担当官
農林水産省経営局長
髙橋　博
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月9日

財団法人国際研修協力
機構
（東京都港区浜松町一
丁目１８番１６号住友
浜松町ビル４階）

本事業については、委託
先を公募し、企画競争の
審査の結果、財団法人国
際研修協力機構が選定さ
れており、競争を許さな
いことから会計法第２９
条の３第４項に該当する
ため。(企画競争）

8,000,000 8,000,000 100% 0 3 － （公）

67 公225
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農業農村整備と
地域経済の振興に関する検討
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月1日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
12,000,000 12,000,000 100% 8 2 ー （公）

68 公195
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農業生産基盤整
備推進調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月1日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
20,000,000 20,000,000 100% 8 1 ー （公）

69 ×
平成２０年度気候変動に伴う
農地に関する影響評価手法開
発調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月1日

財団法人　日本気象協
会
（東京都豊島区東池袋
３－１－１）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
27,510,000 27,510,000 100% - 2 ー （公）
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

70 ×
平成２０年度農業水利施設機
能保全技術委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月2日

財団法人　日本水土総
合研究所（東京都港区
虎ノ門1-21-17 虎ノ門
ＮＮビル

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
15,439,000 15,439,000 100% 8 1 ー （公）

71 ×
平成２０年度地下水制御活用
技術検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月2日

中央開発株式会社 東
京支社
（東京都新宿区西早稲
田３－１３－５）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
6,283,410 6,283,410 100% - 1 ー

72 ×
平成２０年度大規模事業地区
鳥獣害防止対策検討調査委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月7日

内外エンジニアリング
株式会社
（東京都台東区松が谷
１－３－５）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
10,000,000 8,988,000 90% - 2 ー

73 ×
平成２０年度生物多様性に配
慮した整備計画策定手法検討
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月8日

社団法人　農村環境整
備センター
（東京都中央区日本橋
大伝馬町１１－８）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
37,000,000 37,000,000 100% 6 2 ー （公）

74 ×
平成20年度国営土地改良事業
等の事後評価手法検討委託事
業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

有限責任中間法人　東
京農業大学出版会
（東京都世田谷区桜丘
１－１－１）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
3,000,000 3,000,000 100% - 2 ー

75 公202
企画競争・公募
を実施

平成20年度土地改良事業の経
済効果検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

株式会社　三菱総合研
究所
（東京都千代田区大手
町２－３－６）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
7,999,509 7,999,509 100% - 1 ー

随意契約　全体　32 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
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再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

76 公183
企画競争・公募
を実施

平成20年度土地改良事業換地
等対策調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

全国土地改良事業団体
連合会
（東京都千代田区平河
町２－７－４）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
5,850,000 5,850,000 100% - 2 ー

77 公180
企画競争・公募
を実施

平成20年度土地改良費用負担
合理化調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日

全国土地改良事業団体
連合会
（東京都千代田区平河
町２－７－４）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
4,740,000 4,740,000 100% - 1 ー

78 民397
企画競争・公募
を実施

平成20年度農用地等集団化推
進優良地区調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月11日
全国農業会議所
（東京都港区虎の門１
－２５－５）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
5,000,000 5,000,000 100% - 1 ー

79 公178
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農業水利施設の
多様な機能に関する評価検討
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月17日

全国土地改良事業団体
連合会
（東京都千代田区平河
町2-7-4）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
9,000,000 9,000,000 100% - 1 ー

80 ×
平成２０年度農民参加型水管
理制度構築検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
60,966,000 60,966,000 100% 8 1 ー （公）

81 公198
企画競争・公募
を実施

平成２０年度畑地かんがい施
設に関する技能普及委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

社団法人　畑地農業振
興会
（東京都港区芝大門1-
3-11）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
1,800,000 1,800,000 100% 2 1 ー （公）

82 民409
企画競争・公募
を実施

平成２０年度土地改良事業等
請負工事及び業務の間接工事
費等調査検討委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

財団法人　国土技術研
究センター
（東京都港区虎ノ門3-
12-1）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
25,998,000 25,998,000 100% - 1 ー （公）

83 ×
平成２０年度気候変動に伴う
基幹土地改良施設の影響検討
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
16,500,000 16,500,000 100% 8 2 ー （公）

随意契約　全体　33 / 52 ページ



番号
見直し計画
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見直し計画にお
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84 ×
平成２０年度土地改良事業の
完了図書作成業務に関する歩
掛検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月29日

社団法人　土地改良測
量設計技術協会
（東京都港区新橋5-
34-4）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
4,000,000 4,000,000 100% 8 1 ー （公）

85 ×
平成２０年度農村地域におけ
る景域計画手法検討調査委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年7月31日

社団法人　農村環境整
備センター
（東京都中央区日本橋
大伝馬町１１－８）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
21,000,000 21,000,000 100% 6 4 ー （公）

86 ×
平成２０年度耕作放棄地解消
推進基礎調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月1日

株式会社パスコ
（東京都目黒区東山1-
1-2）
内外エンジニアリング
株式会社
（東京都台東区松が谷
1-3-5）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
84,912,450 84,912,450 100% － 4 ー

87 ×
平成２０年度耕作放棄地防止
適正管理実証化事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月1日

有限責任中間法人東京
農業大学出版会
（東京都世田谷区桜丘
1-1-1）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
25,000,000 25,000,000 100% － 3 ー

88 民407
企画競争・公募
を実施

平成２０年度「農業農村整備
事業に関する新たな技術開発
五ヶ年計画」等調査検討委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月4日

社団法人　農業農村工
学会
（東京都港区新橋５－
３４－４）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
4,900,000 4,900,000 100% - 1 ー （公）

89 ×
平成２０年度新技術導入推進
調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月4日

社団法人　農業農村整
備情報総合センター
（東京都中央区日本橋
小伝馬町2-3）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
11,000,000 11,000,000 100% 2 2 ー （公）

90 民406
企画競争・公募
を実施

平成２０年度ISO規格制定及び
審議状況等調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月4日
社団法人　土木学会
（東京都新宿区四谷１
丁目無番地）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
4,000,000 4,000,000 100% - 1 ー （公）

91 ×
平成２０年度農業農村整備に
おける社会的評価手法検討調
査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月7日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
17,000,000 17,000,000 100% 8 1 ー （公）

随意契約　全体　34 / 52 ページ
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92 民398
企画競争・公募
を実施

平成２０年度計画基礎諸元調
査委託業務

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月8日

社団法人　農業農村工
学会
（東京都港区新橋５－
３４－４）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
5,600,000 5,600,000 100% ー 1 ー （公）

93 ×
平成２０年度優良農地確保支
援対策推進調査業務委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月18日

株式会社流通研究所
（神奈川県伊勢原市伊
勢原1-16-8第2小泉ビ
ル202）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
5,857,950 5,857,950 100% － 2 ー

94 公226
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農業用ダム有効
活用検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月20日

財団法人　日本水土総
合研究所
（東京都港区虎ノ門１
－２１－１７）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
14,000,000 14,000,000 100% 8 1 ー （公）

95 ×
平成２０年度農業用ダム安全
性評価手法検討委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月27日

独立行政法人　農業・
食品産業技術総合研究
機構 農村工学研究所
（茨城県つくば市観音
台２－１－６）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
4,998,448 4,998,448 100% - 1 ー

96 民405
企画競争・公募
を実施

平成２０年度農業用ダム設計
技術検討調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月27日

社団法人　農業農村工
学会
（東京都港区新橋５－
３４－４）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
8,000,000 8,000,000 100% - 1 ー （公）

97 ×
平成２０年度農業水利施設更
新技術体系化調査委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年8月27日

社団法人　農業農村整
備情報総合センター
（東京都中央区日本橋
小伝馬町2-3）

会計法第２９条の３第４
項

（企画競争を実施）
12,500,000 12,500,000 100% 2 1 ー （公）

98 ×
平成２０年度農地基盤への炭
素貯留に関する検討委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
中條　康朗
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年9月5日

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株式
会社
（東京都港区港南２－
１６－４）

会計法第２９条の３第４
項

企画競争を実施
5,570,567 5,570,567 100% - 2 ー

随意契約　全体　35 / 52 ページ
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見直し計画
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99 ×
平成２０年度農産物における
ヒ素およびカドミウムのリス
ク低減技術の開発委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月8日

独立行政法人農業環境
技術研究所
（茨城県つくば市観音
台３－１－３）

本委託事業は、企画競争を
実施した結果、独立行政法
人農業環境技術研究所が
選定されており、競争を許さ
ないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。
（企画競争）

175,820,000 175,820,000 100% － 1

100 423
企画競争･公募
を実施

平成２０年度地球環境研究総
合推進費による研究開発委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月29日

独立行政法人農業環境
技術研究所
（茨城県つくば市観音
台３－１－３）

本委託事業は、環境省に
おいて公募され、研究者
や研究グループから提案
のあった研究課題の中か
ら、公平かつ透明な手続
きの下、外部の学識経験
者により構成される地球
環境研究企画委員会（中
立的第三者機関）の審査
を経て、環境省地球環境
局で決定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

61,816,000 61,816,000 100% － －

101 ×
平成２０年度環境技術開発等
推進費による研究開発委託事
業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月29日

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、環境省に
おいて公募され、研究者
や研究グループから提案
のあった研究課題の中か
ら、公平かつ透明な手続
きの下、外部の学識経験
者により構成される地球
環境研究企画委員会（中
立的第三者機関）の審査
を経て、環境省地球環境
局で決定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

4,940,000 4,940,000 100% － －

随意契約　全体　36 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

102 420
企画競争･公募
を実施

平成２０年度地球環境研究総
合推進費による研究開発委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月29日

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、環境省に
おいて公募され、研究者
や研究グループから提案
のあった研究課題の中か
ら、公平かつ透明な手続
きの下、外部の学識経験
者により構成される地球
環境研究企画委員会（中
立的第三者機関）の審査
を経て、環境省地球環境
局で決定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

42,749,000 42,749,000 100% － －

103 424
企画競争･公募
を実施

平成２０年度地球環境研究総
合推進費による研究開発委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月29日

独立行政法人国際農林
水産業研究センター
（茨城県つくば市大わ
し１－１）

本委託事業は、環境省に
おいて公募され、研究者
や研究グループから提案
のあった研究課題の中か
ら、公平かつ透明な手続
きの下、外部の学識経験
者により構成される地球
環境研究企画委員会（中
立的第三者機関）の審査
を経て、環境省地球環境
局で決定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

2,342,000 2,342,000 100% － －

104 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
愛知県
（愛知県名古屋市中区
三の丸３－１－２）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

17,500,000 17,500,000 100% － －

随意契約　全体　37 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

105 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

秋田県農林水産技術セ
ンター
（秋田県秋田市雄和相
川字源八沢３４－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

27,200,000 27,200,000 100% － －

106 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
学校法人近畿大学
（大阪府東大阪市小若
江３－４－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

19,800,000 19,800,000 100% － －

107 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
学校法人東海大学
（東京都渋谷区富ヶ谷
２－２８－４）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
学校法人東海大学が選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。(企画競争)

5,000,000 5,000,000 100% － －

随意契約　全体　38 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

108 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
株式会社ネオシルク
（広島県東広島市鏡山
３－１０－３１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。（企画競争）

38,000,000 38,000,000 100% － －

109 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

公立大学法人大阪府立
大学
（大阪府堺市中区学園
町１－１）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
公立大学法人大阪府立大
学が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。（企画
競争)

18,000,000 18,000,000 100% － －

110 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
国立大学法人茨城大学
（茨城県水戸市文京２
－１－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年から４
か年）及び研究実施機関
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。（企画競
争）

27,700,000 27,700,000 100% － －

随意契約　全体　39 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

111 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人帯広畜産
大学
（北海道帯広市稲田町
西２線１１番地）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。（企画競争）

63,600,000 63,600,000 100% － －

112 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
国立大学法人九州大学
（福岡県福岡市東区箱
崎６－１０－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。（企画競争）

43,600,000 43,600,000 100% － －

113 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
国立大学法人佐賀大学
（佐賀県佐賀市本庄町
１番地）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
国立大学法人佐賀大学が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。(企画競争)

35,280,000 35,280,000 100% － －

随意契約　全体　40 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

114 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
国立大学法人静岡大学
（静岡県静岡市駿河区
大谷８３６）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。（企画競争）

43,700,000 43,700,000 100% － －

115 525
企画競争･公募
を実施

平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人東京海洋
大学
（東京都港区港南４－
５－７）

本委託事業は、平成１７
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（５か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
国立大学法人東京海洋大
学が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

13,365,000 13,365,000 100% － －

116 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人東京海洋
大学
（東京都港区港南４－
５－７）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題及び研究実施機
関が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。（企画
競争）

46,200,000 46,200,000 100% － －

随意契約　全体　41 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

117 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人東京農工
大学
（東京都府中市晴見町
３－８－１）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
国立大学法人東京農工大
学が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

23,894,000 23,894,000 100% － －

118 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人奈良女子
大学
（奈良県奈良市北魚屋
東町）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

44,200,000 44,200,000 100% － －

119 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

国立大学法人北海道大
学
（北海道札幌市北区北
９条西９丁目）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

38,900,000 38,900,000 100% － －

随意契約　全体　42 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

120 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

財団法人東京都農林水
産振興財団
（東京都立川市富士見
町３－８－１）

本委託事業は、平成１８
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
財団法人東京都農林水産
振興財団が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

16,817,000 16,817,000 100% － －

121 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
滋賀県
（滋賀県大津市京町４
－１－１）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
滋賀県が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

11,160,000 11,160,000 100% － －

122 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
奈良県
（奈良県奈良市登大路
町３０番地）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

30,700,000 30,700,000 100% － －

随意契約　全体　43 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

123 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
広島県
（広島県広島市中区基
町１０－５２）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

40,900,000 40,900,000 100% － －

124 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
北海道
（北海道札幌市中央区
北３条西６丁目）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
北海道が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

23,850,000 23,850,000 100% － －

125 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

宮城県農業・園芸総合
研究所
（宮城県名取市高舘川
上字東金剛寺１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

13,400,000 13,400,000 100% － －

随意契約　全体　44 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

126 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日
山形県
（山形県山形市松波２
－８－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年及び５
か年）及び研究実施機関
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。(企画競
争)

71,500,000 71,500,000 100% － －

127 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

立命館大学総合理工学
研究機構
（滋賀県草津市野路東
１－１－１）

本委託事業は、平成１８
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
立命館大学総合理工学研
究機構が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

16,000,000 16,000,000 100% － －

128 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

財団法人岩手生物工学
研究センター
（岩手県北上市成田２
２地割１７４番地４）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

27,700,000 27,700,000 100% － －

随意契約　全体　45 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

129 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

財団法人日本きのこセ
ンター
（鳥取県鳥取市富安１
－８４）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

18,000,000 18,000,000 100% － － （公）

130 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

独立行政法人農業環境
技術研究所
（茨城県つくば市観音
台３－１－３）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（４か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

43,400,000 43,400,000 100% － －

131 428
企画競争･公募
を実施

平成２０年度放射能調査研究
委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

独立行政法人農業環境
技術研究所
（茨城県つくば市観音
台３－１－３）

本委託事業は、企画競争を
実施した結果、独立行政法
人農業環境技術研究所が
選定されており、競争を許さ
ないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。
(企画競争)

39,802,000 39,802,000 100% － 1

132 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（２か年から５
か年）及び研究実施機関
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。(企画競
争)

338,840,000 338,840,000 100% － －

随意契約　全体　46 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

133 427
企画競争･公募
を実施

平成２０年度放射能調査研究
委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構
（茨城県つくば市観音
台３－１－１）

本委託事業は、企画競争を
実施した結果、独立行政法
人農業･食品産業技術総合
研究機構が選定されてお
り、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に
該当するため。(企画競争)

20,294,000 20,294,000 100% － 1

134 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年7月31日

独立行政法人水産総合
研究センター
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３　クイーンズタワー
Ｂ　１５階）

本委託事業は、平成１８
年度から平成１９年度に
おいて研究課題を公募
し、外部の専門家等で組
織する先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事
業研究課題評価分科会
（中立的第三者機関）で
審査の結果、研究課題
（３か年から５か年）及
び研究実施機関を選定し
たところである。平成２
０年度の実施に当たって
は、平成１９年度の実施
結果及び平成２０年度の
実施課題の継続性及びそ
の研究実施機関について
審査をし、独立行政法人
水産総合研究センターが
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。（企画競
争）

333,705,000 333,705,000 100% － －

135 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月20日

大阪府環境農林産総合
研究所
（大阪府大阪市東成区
中道１－３－６２）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年から４か年）及
び研究実施機関を選定し
たところである。平成２
０年度の実施に当たって
は、平成１９年度の実施
結果及び平成２０年度の
実施課題の継続性及びそ
の研究実施機関について
審査をし、大阪府環境農
林水産総合研究所が選定
されており、競争を許さ
ないことから会計法第２
９条の３第４項に該当す
るため。(企画競争)

28,867,000 28,867,000 100% － －

随意契約　全体　47 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

136 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
国立大学法人広島大学
（広島県東広島市鏡山
１－３－２）

本委託事業は、平成１８
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
国立大学法人広島大学が
選定されており、競争を
許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該
当するため。(企画競争)

14,531,000 14,531,000 100% － －

137 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
北海道
（北海道札幌市中央区
北３条西６丁目）

本委託事業は、平成１８
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（３か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
北海道が選定されてお
り、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３
第４項に該当するため。
(企画競争)

9,000,000 9,000,000 100% － －

随意契約　全体　48 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

138 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日

独立行政法人水産総合
研究センター
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３　クイーンズタワー
Ｂ　１５階）

本委託事業は、平成１９
年度において研究課題を
公募し、外部の専門家等
で組織する先端技術を活
用した農林水産研究高度
化事業研究課題評価分科
会（中立的第三者機関）
で審査の結果、研究課題
（５か年）及び研究実施
機関を選定したところで
ある。平成２０年度の実
施に当たっては、平成１
９年度の実施結果及び平
成２０年度の実施課題の
継続性及びその研究実施
機関について審査をし、
独立行政法人水産総合研
究センターが選定されて
おり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の
３第４項に該当するた
め。(企画競争)

30,503,000 30,503,000 100% － －

139 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日

独立行政法人森林総合
研究所
（茨城県つくば市松の
里１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

177,700,000 177,700,000 100% － －

140 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
株式会社竹中工務店
（大阪府大阪市中央区
本町４－１－１３）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

45,800,000 45,800,000 100% － －

随意契約　全体　49 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

141 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日

国立大学法人新潟大学
（新潟県新潟市西区五
十嵐二の町８０５０番
地）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年から５
か年）及び研究実施機関
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。(企画競
争)

102,690,000 102,690,000 100% － －

142 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日

独立行政法人水産総合
研究センター
（神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－
３　クイーンズタワー
Ｂ　１５階）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年から４
か年）及び研究実施機関
が選定されており、競争
を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に
該当するため。(企画競
争)

74,000,000 74,000,000 100% － －

143 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
長崎県
（長崎県長崎市江戸町
２－１３）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

13,200,000 13,200,000 100% － －

144 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日

公立大学法人大阪府立
大学
（大阪府堺市中区学園
町１－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

26,800,000 26,800,000 100% － －

随意契約　全体　50 / 52 ページ



番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

145 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
静岡県公立大学法人
（静岡県静岡市駿河区
谷田５２－１）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

46,200,000 46,200,000 100% － －

146 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　竹谷　廣之
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年8月29日
北海道
（北海道札幌市中央区
北３条西６丁目）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

27,000,000 27,000,000 100% － －

147 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　佐々木　昭博
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年9月29日
富山県
（富山県富山市新総曲
輪１－７）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題（３か年）及び
研究実施機関が選定され
ており、競争を許さない
ことから会計法第２９条
の３第４項に該当するた
め。(企画競争)

27,700,000 27,700,000 100% － －

148 ×
平成２０年度新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発
事業委託事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局長　佐々木　昭博
（東京都千代田区霞が
関1-2-1）

平成20年9月30日
国立大学法人佐賀大学
（佐賀県佐賀市本庄町
１番地）

本委託事業は、研究課題
を公募し、外部の専門家
等で組織する、新たな農
林水産政策を推進する実
用技術開発事業研究課題
評価分科会（中立的第三
者機関）で審査の結果、
研究課題及び研究実施機
関が選定されており、競
争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項
に該当するため。(企画競
争)

10,000,000 10,000,000 100% － －
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番号
見直し計画
での記載

見直し計画にお
ける措置内容

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理
由（企画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

提案者
の数

特別な参加資格 備　　考

149
中央合同庁舎第４号館移転作
業一式

支出負担行為担当官
農林水産政策研究所長
齊藤　登
東京都北区西ヶ原２－
２－１

平成20年9月8日

西濃運輸株式会社引越
部　　　　　　　東京
都中央区日本橋浜町2-
18-7

予決令９９条の２
入札を行った結果、予定
価格に達した入札者がい
なかったため。最低価格
入札者との随意契約（そ
の他）

－ 22,050,000 － － 2

（注６） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注７）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

（注８）「提案者の数」欄は、企画競争による随意契約の場合に記載する。

（注９）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにのみ、当該参加資格を簡潔に記載する。

（注１０）予決令第１０２条の４第４号に規定する随意契約を締結した場合には、「備考」欄に「有利随契」と記載する。

（注２）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」の文字と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件
数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約については「×」と記載する。

（注３）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競争性のない随意契約」のいずれか）を記載する。

（注４）「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄の理由は、企画競争及び公募の場合には簡潔に記載する。

（注５）企画競争又は公募によった場合には、「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄にその旨を記載する。
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平成１９年度第１四半期から第２四半期（４月～９月）
（単位：件、円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

32 622,944,787 0 0 32 622,944,787 0 0 32 2,419,788,327 32 2,419,788,327 64 3,042,733,114

50% 20% 0% 0% 50% 20% 0% 0% 50% 80% 50% 80% 100% 100%

174 2,380,093,496 0 0 174 2,380,093,496 396 22,025,711,840 44 1,619,461,735 440 23,645,173,575 614 26,025,267,071

28% 9% 0% 0% 28% 9% 64% 85% 7% 6% 72% 91% 100% 100%

うち委託 27 802,836,495 0 0 27 802,836,495 358 21,842,528,361 21 26,616,400 379 21,869,144,761 406 22,671,981,256

7% 4% 0% 0% 7% 4% 88% 96% 5% 0% 93% 96% 100% 100%

206 3,003,038,283 0 0 206 3,003,038,283 396 22,025,711,840 76 4,039,250,062 472 26,064,961,902 678 29,068,000,185

30% 10% 0% 0% 30% 10% 58% 76% 11% 14% 70% 90% 100% 100%

※単価契約については、契約金額に含まれていません。

平成２０年度第１四半期から第２四半期（４月～９月）
（単位：件、円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

60 654,618,736 0 0 60 654,618,736 1 14,999,250 1 3,433,084 2 18,432,334 62 673,051,070

97% 97% 0% 0% 97% 97% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 100% 100%

168 2,734,809,114 0 0 168 2,734,809,114 364 21,259,768,986 44 191,893,687 408 21,451,662,673 576 24,186,471,787

29% 11% 0% 0% 29% 11% 63% 88% 8% 1% 71% 89% 100% 100%

うち委託 39 933,521,501 0 0 39 933,521,501 343 21,096,560,524 23 42,946,864 366 21,139,507,388 405 22,073,028,889

10% 4% 0% 0% 10% 4% 85% 96% 6% 0% 90% 96% 100% 100%

228 3,389,427,850 0 0 228 3,389,427,850 365 21,274,768,236 45 195,326,771 410 21,470,095,007 638 24,859,522,857

36% 14% 0% 0% 36% 14% 57% 86% 7% 1% 64% 86% 100% 100%

※単価契約については、契約金額に含まれていません。

合　　　計
備　　　考一般競争 指名競争 企画競争・公募 その他

随意契約
小計

計

　　物品

　　役務

合計

月 区分

競争契約
小計

合　　　計
備　　　考一般競争 指名競争 企画競争・公募 その他

随意契約
小計

計

　　物品

　　役務

合計

月 区分

競争契約
小計

平成１９、２０年度第１四半期から第２四半期（４月～９月）の（農林水産省内部部局）契約状況

資料２





順番 番号 契約名称
応札者（又は
提案者）数

公益法人○ 契約金額 部局名

1 競73 中央合同庁舎第4号館図書館書架一式 1 ー 72,870,000 農林水産政策研究所

2 競74 中央合同庁舎第4号館什器類一式 1 ー 74,025,000 農林水産政策研究所

3 競35 農村地域再生カルテシステムの開発及び情報提供業務 1 ー 8,368,500 大臣官房経理課

4 随 3
平成２０年度食料自給率戦略広報推進事業委託事業
（食料自給率向上に向けた国民運動推進事業） 4 ー 650,000,000 大臣官房経理課

5 随 5
平成２０年度活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業
（輸出オリエンテーションの会の開催） 1 ー 45,646,235 大臣官房国際部

6 随20 平成２０年度効率的な農林業経済協力に関する調査委託事業 1 ○ 30,478,000 大臣官房国際部

7 随27 平成２０年度海外情報調査分析事業（北米地域） 1 ○ 11,474,000 大臣官房国際部

8 競49 平成２０年度有機リン系農薬の評価及び試験方法の開発調査事業 1 ○ 28,350,000 消費・安全局

9 競51
平成２０年度有害化学物質リスク管理基礎調査事業
（魚介類中のダイオキシン類濃度調査） 1 ○ 43,890,000 消費・安全局

10 随48 平成２０年度ペットフードの安全監視体制構築に係る予備調査委託事業 1 ○ 24,000,000 消費・安全局

11 随52
平成２０年度生産資材安全性確保調査・試験事業
（抗菌性物質薬剤耐性菌評価情報整備委託事業） 1 ○ 76,540,000 消費・安全局

12 随54
平成２０年度IPM技術評価基準策定・情報提供委託事業
（周辺作物飛散影響防止対策基準策定事業） 1 ○ 27,683,000 消費・安全局

13 競62 平成２０年度東アジア地域植物品種保護制度研究員招へい事業 1 ○ 12,075,000 生産局

14 競63 平成２０年度高齢者等農作業事故防止手法調査委託事業 1 ○ 12,538,664 生産局

15 随80 平成２０年度農民参加型水管理制度構築検討調査委託事業 1 ○ 60,966,000 農村振興局

第５回農林水産本省入札等監視委員会抽出案件

資料４



順番 番号 契約名称
応札者（又は
提案者）数

公益法人○ 契約金額 部局名

16 随82
平成２０年度土地改良事業等請負工事及び業務の間接工事費等調査検討委託事
業 1 ○ 25,998,000 農村振興局

17 随97 平成２０年度農業水利施設更新技術体系化調査委託事業 1 ○ 12,500,000 農村振興局

18 随99
平成２０年度農産物におけるヒ素およびカドミウムのリスク低減技術の開発委託事
業 1 ー 175,820,000 農林水産技術会議事務局

19 随131 平成２０年度放射能調査研究委託事業 1 ー 39,802,000 農林水産技術会議事務局

20 随132 平成２０年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業 ー ー 338,840,000 農林水産技術会議事務局
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