
平成１８年１０月分 会計名 【一般会計】

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
又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

1
就職支援サイトへの情報掲
載業務

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

平成18年10月4日
（株）リクルート
（東京都中央区銀座
８－４－７）

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２
９条の３第４項に該
当するため。

2,163,000 2,163,000 100%

2
海外研修員用ＤＶＤ（日本
の違法伐採対策）制作業務

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

平成18年10月10日

（社）農林放送事業
団
（東京都港区赤坂１
－９－１３）

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２
９条の３第４項に該
当するため。

3,498,900 3,498,900 100% 7

3
海外研修員用ＤＶＤ（日本
の農業協同組合活動）制作
業務

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

平成18年10月10日

（社）農林放送事業
団
（東京都港区赤坂１
－９－１３）

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２
９条の３第４項に該
当するため。

4,489,900 4,489,900 100% 7

4
水産加工統計調査集計プロ
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　平尾豊德（東
京都千代田区霞が関１
－２－１）

平成18年10月4日
（財）農林統計協会
（東京都目黒区下目
黒３－９－１３）

この既存プログラム
は、（財）農林統計
協会が開発したもの
であり、プログラム
全体の互換性を確保
しつつ、期限までに
確実に履行できるの
は同協会以外にない
ことから、会計法第
２９条の３第４項に
該当するため。

13,657,875 5

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）



5
牛乳乳製品統計調査（基礎
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　平尾豊德（東
京都千代田区霞が関１
－２－１）

平成18年10月4日
（財）農林統計協会
（東京都目黒区下目
黒３－９－１３）

この既存プログラム
は、（財）農林統計
協会が開発したもの
であり、プログラム
全体の互換性を確保
しつつ、期限までに
確実に履行できるの
は同協会以外にない
ことから、会計法第
２９条の３第４項に
該当するため。

13,022,625 5

6

「食と農の扉」のデザイン
作成業務及び印刷製造

６，０００部

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

平成18年10月3日

株式会社　優クリエ
イト　代表取締役
高橋茂一
（東京都渋谷区笹塚
１－３０－３）

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２
９条の３第４項に該
当するため。

1,487,850 1,470,000 99%

7

農林水産施策等紹介パンフ
レット作成業務

１０，０００部

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

平成18年10月10日

株式会社　ジェイ・
アイ・シー　代表取
締役社長　鈴木憲治
（東京都品川区上大
崎２－２４－９）

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
期待するもっとも優
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３第４項に
該当するため。

3,999,906 3,999,870 100%

8
平成１8年度持続可能な農業
と関連環境問題に関する調
査・技術交流事業

支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房経理
課長　平尾豊德
（東京都千代田区霞が関
１-２-１）

平成18年10月27日
（社）日本エネルギー学
会

この業務については、
委託先を公募し、審査
の結果、（社）日本エネ
ルギー学会が選定され
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。

10,534,000 10,534,000 100%



9
肉骨粉中の牛由来たん白質
検査に関する高位平準化技
術の開発委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全局
長　町田　勝弘
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月5日

株式会社森永生科学
研究所
(神奈川県横浜市金沢
区幸浦２－１－１６）

本事業は、BSE発生防
止のために豚肉骨粉
中の牛由来たん白質
の迅速分析方法の開
発を行うものであり、飼
料に使用される原料に
ついての適切な知見を
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
式会社森永生科学研
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。

17,475,180 17,475,180 100%

10
水産用医薬品の残留性に対
する投薬用飼料の影響に関
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　町田　勝弘
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月20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　１
５階)

本事業は、養魚用飼料
の種類・形態の違いが
水産用医薬品の残留
性に与える影響を調査
するための試験を実施
するものであり、薬事
制度についての適切な
知見を有していること
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。

10,000,000 10,000,000 100%



11
家畜円滑処理体制強化対策
調査等委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省消費・安全局
長　町田　勝弘
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月10日

社団法人全国家畜畜
産物衛生指導協会
（東京都文京区湯島３
－２０－９緬羊会館内）

本事業は、米国製移動
式焼却炉を試験的に
導入し、処分家畜の処
理技術を検討すること
によって危機管理体制
の整備・強化を図るこ
とを目的とするもので
あり、家畜の伝染性疾
病及び焼却に伴う環境
影響に対する十分な知
見を有していること等
が必要であり、委託先
を企画競争により選考
したところ、このような
条件を満たしているの
は社団法人全国家畜
畜産物衛生指導協会
以外になく、会計法第
２９条の３第４項に該当
するため。

18,193,256 18,193,256 100% 3

12

平成１８年度「立ち上がる農山
漁村」推進調査委託（知的財
産権を活用した農山漁村活性
化調査事業）業務一式

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

平成18年10月12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
21,000,000 21,000,000 100% 8

13
平成１８年度公共事業におけ
るエコロジカルデザイン検討
調査委託業務一式

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

平成18年10月17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
17,765,000 17,765,000 100% 6

14
平成１８年度生態系保全のた
めの評価指標検討調査委託
業務一式

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

平成18年10月17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
29,675,000 29,675,000 100% 6

15

平成１８年度農村の景観形成
に資する伝統的土木構造物
の維持・保全方策検討調査委
託業務一式

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

平成18年10月20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
21,986,000 21,986,000 100% 6



16

平成１８年度農業農村整備事
業における生態系および景観
に配慮した事例調査委託業務
一式

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

平成18年10月23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
8,820,000 8,820,000 100%

17

平成１８年度地域に根ざした
文化的な景観の整備・保全・
活用手法検討調査（農業農村
地域及び他地域とりまとめ）委
託業務一式

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

平成18年10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
29,586,000 29,586,000 100% 6

18
歴史的な景観を形成する土木
構造物の維持・保全方策検討
調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１丁目２番１号）

平成18年10月19日

財団法人　林業土木施
設研究所
（東京都文京区後楽１
丁目７番１２号）

　この事業について
は、委託先を公募し、
審査の結果、財団法人
林業土木施設研究所
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）

8,996,000 8,996,000 100% 8

19
平成１８年度公共事業におけ
るエコロジカルデザイン検討
調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１丁目２番１号）

平成18年10月18日

社団法人　日本森林技
術協会
（東京都千代田区六番
町７番地）

　この事業について
は、委託先を公募し、
審査の結果、社団法人
日本森林技術協会が
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）

17,726,000 17,726,000 100%            11

20

生態系保全のための植生管
理方策検討調査及び評価指
標検討調査（生態系保全型植
生管理方策検討調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１丁目２番１号）

平成18年10月6日

財団法人　林業土木コ
ンサルタンツ
（東京都文京区後楽１
丁目７番１２号）

　この事業について
は、委託先を公募し、
審査の結果、財団法人
林業土木コンサルタン
ツが選定されており、
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）

15,000,000 15,000,000 100% 9



21
都市と農山漁村の新たな共
生・対流システムの構築に関
する調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１丁目２番１号）

平成18年10月3日
飯山市
（長野県飯山市大字飯
山１１１０－１）

　この事業について
は、委託先を公募し、
審査の結果、飯山市が
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）

10,321,000 10,321,000 100%

22
低コスト施業の保育効果等に
関する調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月3日
日本造林協会
（東京都千代田区内神
田１－１－１２）

本事業については、委
託先を公募し、審査の
結果、日本造林協会が
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）

7,705,000 7,705,000 100%

23
地球温暖化防止のための多
様な森林整備に関する調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月17日

社団法人
日本森林技術協会
（東京都千代田区六番
町７番地）

本事業については、委
託先を公募し、審査の
結果、社団法人日本森
林技術協会が選定さ
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）

23,160,000 23,160,000 100%           11

24 保安林整備事業一式

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月3日 宮城県

農林水産大臣が行う保
安林の指定・解除等の
調査事務について国が
行う事務の一部を委託
するもので、その内容
は公益性の確保と私
権の制限の必要性に
ついて適正な判断を行
うための調査が必要と
なるため民間に委ねる
にはなじまず、都道府
県に委託することが適
当であり、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。

2,166,000 2,166,000 100%



25 保安林整備事業一式

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月25日 山形県

農林水産大臣が行う保
安林の指定・解除等の
調査事務について国が
行う事務の一部を委託
するもので、その内容
は公益性の確保と私
権の制限の必要性に
ついて適正な判断を行
うための調査が必要と
なるため民間に委ねる
にはなじまず、都道府
県に委託することが適
当であり、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。

4,243,000 4,243,000 100%

26 保安林整備事業一式

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月30日 京都府

農林水産大臣が行う保
安林の指定・解除等の
調査事務について国が
行う事務の一部を委託
するもので、その内容
は公益性の確保と私
権の制限の必要性に
ついて適正な判断を行
うための調査が必要と
なるため民間に委ねる
にはなじまず、都道府
県に委託することが適
当であり、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。

3,029,000 3,029,000 100%



27 保安林整備事業一式

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月5日 大阪府

農林水産大臣が行う保
安林の指定・解除等の
調査事務について国が
行う事務の一部を委託
するもので、その内容
は公益性の確保と私
権の制限の必要性に
ついて適正な判断を行
うための調査が必要と
なるため民間に委ねる
にはなじまず、都道府
県に委託することが適
当であり、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。

2,029,000 2,029,000 100%

28
山地災害危険地区危険度判
定手法調査

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月3日
（財）林業土木コンサル
タンツ

本事業については、委
託先を公募し、審査の
結果、財団法人林業土
木コンサルタンツが選
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）

19,250,000 19,250,000 100% 9

29

山地災害危険地区対策調査
（降雨分布予測を取り入れた
山地災害危険地予測技術の
開発）

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月3日 （独）森林総合研究所

本事業については、委
託先を公募し、審査の
結果、独立行政法人森
林総合研究所が選定
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）

6,680,000 6,680,000 100%

30 抵抗性品種等緊急対策事業

支出負担行為担当官
林野庁長官　川村秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１丁目２番１号）

平成18年10月13日

独立行政法人林木育
種センター理事長
田野岡　章　　　　　茨
城県日立市十王町伊
師3809番地1

この事業については、
委託先を公募し、選定
の結果、独立行政法人
林木育種センターが選
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）

27,467,000 27,467,000 100



31

平成１８年度地域に根ざした
文化的な森林景観の整備・保
全・活用手法検討調査委託事
業

支出負担行為担当官
林野庁長官
　川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月18日

株式会社　富士通総研
東京都港区海岸１－１
６－１　ニューピア竹芝
サウスタワー１１階

会計法第２９条の３第４
項
この業務については、
委託先を公募し、審査
の結果、株式会社富士
通総研が選定されてお
り、競争を許さないた
め。
（企画競争）

14,834,137 14,834,137 100%

32 瀬戸内海地区　軽油

支出負担行為担当官
水産庁長官　白須敏朗
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月20日

兵庫県漁業協同組合
連合会
兵庫県神戸市兵庫区
中之島２－２－１

予算決算及び会計令
第９９条の２

78,750
単価契約
6,496,875

33
平成１８年度漁業取締船能力
向上実践指導委託業務一式

支出負担行為担当官
水産庁長官　白須敏朗
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月10日

全国漁業調査取締船
事業協同組合
（東京都港区赤坂１－
９－１３）

企画競争を行った結
果、提出された企画提
案書は優れており審査
委員会で選定され、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。

14,907,000 14,907,000 100%  

34
平成１８年度ジュゴンと漁業と
の共存のための技術開発委
託業務一式

支出負担行為担当官
水産庁長官　白須敏朗
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成18年10月11日

社団法人日本水産資
源保護協会
（東京都中央区勝どき
２－１８－１）

企画競争を行った結
果、提出された企画提
案書は優れており、審
査委員会で選定され、
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。

69,929,000 69,929,000 100% 13


