
別紙様式５

平成２０年１月分　農林水産省（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
平成１９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　平尾豊德
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年1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。

3,274,979 3,274,979 100%

2
国家公務員給与等実態調査
プログラム修正業務

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1月24日
沖電気工業株式会社
（東京都港区芝浦４
丁目１０番１６号）

公募による調達であり、応募申し
込みが契約相手方のみであったた
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。

- 8,159,550 - -

3
食品表示担当者（情報提供
に対する応対研修）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1月25日

株式会社日本コンサ
ルタントグループ
（東京都新宿区下落
合３丁目２１番７
号）

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。

3,074,190 3,074,190 100% ー

4
平成１９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　北原俊美（東
京都千代田区霞が関１
－２－１）

平成20年1月25日
（株）ザ・コンベン
ション

この業務については、委託先を公
募し、審査の結果、（株）ザ・コ
ンベンションが選定されており、
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。

11,099,107 11,099,107 100% －

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
平成19年度農林水産分野の
特許等技術の流通可能性の
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

平成20年1月24日

社団法人農林水産技
術情報協会（東京都
中央区日本橋兜町１
５－６

本業務については、委託先を公募
し、審査の結果、(社)農林水産情
報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

6,977,840 6,977,840 100% 4

6
平成19年度外食・中食の原
料原産地に関する調査委託
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

平成20年1月25日

財団法人農政調査委
員会（東京都北区
西ヶ原１－２６－
３）

本業務については、委託先を公募
し、審査の結果、(財)農政調査委
員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

15,155,000 15,155,000 100% 6

7
平成19年度世界の食料需給
に関する情報分析委託事業

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

平成20年1月30日
株式会社ＦＳＫ(福島
県いわき市内郷御厩
３－１６８）

本業務については、委託先を公募
し、審査の結果、(株)FSK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

11,145,750 11,145,750 100% －

8

平成19年度農林水産情報・
施策啓発推進委託事業（雑
誌媒体活用による施策広
報）

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20年1月7日 株式会社電通

この業務については、委託先を公
募し、審査の結果、株式会社電通
が企画競争により選定されてお
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。

33,580,880 33,580,880 100 0

9
諸外国の飼料原料の有害物
質等の汚染実態調査委託事
業

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

平成20年1月11日

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、飼料用魚介類由来たん
白質の輸入相手国における、魚介
類由来たん白質の製造方法、原料
である養殖水産動物に対する抗菌
性物質等の使用実態及び規制等に
関する情報を幅広く調査・収集
し、さらに得られた情報を分析し
て、各物質のリスクプロファイル
の基礎資料を作成するものであ
り、飼料安全法に対する知見を有
していること等が必要であり、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。

6,030,000 6,030,000 100 0



10
動物用医薬品の毒性及び残
留性情報整備委託事業

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1月21日

中央労働災害防止協
会日本バイオアッセ
イ研究センター
所長　福島　昭治
（神奈川県秦野市平
沢2445）

本事業は、毒性に関する情報が不
足している動物用医薬品の成分に
ついて、適切な残留基準が設定さ
れるよう、当該成分について毒性
試験を行い、必要な毒性情報を収
集するものであり、趣旨と整合性
のとれた試験を適切に実施するこ
と等が必要であり、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
る中央労働災害防止協会日本バイ
オアッセイ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。

39,479,000 39,479,000 100 ー

11
養殖水産動物中のメラミン
等の分析法の開発事業

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1月28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、メラミン等を含有した
飼料を養殖水産物動物に給与した
場合の生体への移行及び残留等に
ついて飼養試験の実施し、また養
殖水産動物中のメラミン等の高感
度分析法の開発を行うもであり、
分析の対象となる水産動物につい
て、適切な知見を有しているか等
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。

5,600,000 5,600,000 100 2

12
先端技術を活用した農林水
産研究高度化事業委託事業
（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1月30日

財団法人東京顕微鏡
院
理事長　下村　満子
（東京都千代田区九
段南４－８－３２）

本事業は、中立的な第三者機関に
おいて、研究課題及び研究機関が
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。

7,000,000 7,000,000 100 ー

13

平成１９年度真の日本食・
日本食材海外発信委託事業
（品目等別広報活動「米
国、香港等の小売・外食業
者を対象とした日本産牛肉
の効果的な販売方法のガイ
ドブックの作成」)

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1月15日
（株）廣済堂
(東京都港区芝４－６
－１２)

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。

9,969,750 9,969,750 100% －

14

平成１９年度真の日本食・
日本食材海外発信委託事業
（品目等別広報活動「我が
国の牛個体識別システム
データベースへの海外から
のアクセスを容易にするＷ
ＥＢサイトの作成」）

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1月15日
（株）廣済堂
(東京都港区芝４－６
－１２)

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。

4,735,500 4,735,500 100% －



15

平成１９年度真の日本食・
日本食材海外発信委託事業
（品目別等広報活動「日本
産花き紹介パンフレットの
整備」）

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1月17日
凸版印刷（株）
(東京都台東区台東１
－５－１)

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。

2,982,000 2,982,000 100% －

16

平成19年度先端技術を活用
した農林水産研究高度化事
業委託事業（緊急課題即応型
調査研究）

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1月30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、研究実施機関を公
募し、外部の専門家等で組織され
る審査委員会（中立的第三者機
関）で審査の結果、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

14,010,000 14,010,000 100% ー

17
森林理水機能調査（森林整
備手法等基準化調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官　辻健治
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年1月7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）

森林理水機能調査（森林整備手法
等基準化調査）委託事業の契約相
手方については、公募により、会
計法２９条の３第４項に基づき独
立行政法人森林総合研究所と随意
契約を行うものとする。

9,954,000 9,954,000 100% －

18

地すべり対策調査（大規模
地すべり地における地下水
排除工の施工効果と長期安
定性の評価調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官　井手道雄
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年1月24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）

地すべり対策調査(大規模地すべ
り地における地下水排除工の施工
効果と長期安定性の評価調査）委
託事業随意契約審査委員会が選定
した者を契約相手方とし、会計法
２９条の３第４項に基づき独立行
政法人森林総合研究所と随意契約
を行うものとする。

4,500,000 4,500,000 100% －



19
地すべり対策調査（地震力
が作用した地すべりの長期
変動機構に関する調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官　井手道雄
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年1月24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）

地すべり対策調査（地震力が作用
した地すべりの長期変動機構に関
する調査）委託事業随意契約審査
委員会が選定した者を契約相手方
とし、会計法２９条の３第４項に
基づき独立行政法人森林総合研究
所と随意契約を行うものとする。

4,100,000 4,100,000 100% －

20

平成１９年度真の日本食・
日本食材海外発信委託業務
（日本産水産物・水産加工
品広報用資材の整備）一式

支出負担行為担当官
水産庁長官　山田修路
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年1月30日

(株)NHKエンタープラ
イズ（東京都渋谷区
神山町4-14第三共同
ビル）

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。

27,399,900 27,399,900 100% ー

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または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
旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。


