
別紙様式５

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

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。

3,433,084 3,433,084 100% －

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
－３９

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。

11,474,000 11,474,000 100% 8

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
－３９

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。

8,676,000 8,676,000 100% 8

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）



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。

4,351,200 4,351,200 100% 1

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。

10,619,700 10,619,700 100% 1

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
－３９

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。

8,372,000 8,372,000 100% 8

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
㈱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２９条の３第４
項に該当するため。

5,575,500 5,575,500 100% －



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

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

18,000,000 18,000,000 100% －

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
大阪府大阪市中央区
大手前２丁目１番２２号
大阪府知事　橋下　徹

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。

150,000 150,000 100% －



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% －

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% －



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% －

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。

25,576,990 25,576,990 100% －

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。

9,975,000 9,975,000 100% －

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% -



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。

27,700,000 27,700,000 100% －

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。

10,000,000 10,000,000 100% －



保安林整備事業一式

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

平成20年9月2日
高知県
（高知市丸ノ内1-2-
20）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

10,926,000 10,926,000 100% －

森林吸収源としての里山天然
林情報緊急整備対策事業

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

平成20年9月10日
福島県
（福島市杉妻町2-16）

森林吸収源目標の達
成に必要不可欠な天
然生林の保安林面積
を確保するため、天然
生林に重点を置いた円
滑な保安林指定の推
進及び森林情報への
反映を目的として必要
な調査等を行うもので
あり、その実施は地域
森林計画の樹立者で
ある都道府県が関与し
なければ事業の遂行
が担保されないもので
あるため、都道府県に
委託するものであり、
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。

1,950,000 1,950,000 100% －



保安林整備事業一式

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

平成20年9月10日
大阪府
（大阪市中央区大手前
2-1-22）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

2,632,000 2,632,000 100% －

森林吸収源としての里山天然
林情報緊急整備対策事業

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

平成20年9月10日
長野県
（長野市大字南長野字
幅下692-2）

森林吸収源目標の達
成に必要不可欠な天
然生林の保安林面積
を確保するため、天然
生林に重点を置いた円
滑な保安林指定の推
進及び森林情報への
反映を目的として必要
な調査等を行うもので
あり、その実施は地域
森林計画の樹立者で
ある都道府県が関与し
なければ事業の遂行
が担保されないもので
あるため、都道府県に
委託するものであり、
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。

3,025,000 3,025,000 100% －



保安林整備事業一式

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

平成20年9月10日
岩手県
（盛岡市内丸10-1）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

4,688,000 4,688,000 100% －

保安林整備事業一式

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

平成20年9月10日
福島県
（福島市杉妻町2-16）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

10,585,000 10,585,000 100% －



保安林整備事業一式

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

平成20年9月10日
長野県
（長野市大字南長野字
幅下692-2）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

18,978,000 18,979,000 100% －

平成２０年度森林整備効率化
支援機械開発事業のうち「木
質バイオマス収集・運搬シス
テムの開発」

支出負担行為担当官　林
野庁長官　井出道雄（東
京都千代田区霞が関１丁
目２番１号）

平成20年9月11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）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、山
陽空調工業株式会社
が選定されており、契
約の性質又は目的が
競争を許さないため会
計法第２９条の３第４項
に該当。（企画競争）

46,362,000 46,362,000 100% 1

平成２０年度森林整備効率化
支援機械開発事業のうち「長
伐期化等多様な森林整備に
対応した高性能林業機械の
開発及び地域特性に適した作
業システムに対応できる高性
能林業機械等の改良

支出負担行為担当官　林
野庁長官　井出道雄（東
京都千代田区霞が関１丁
目２番１号）

平成20年9月12日
社団法人　林業機械化
協会（東京都文京区後
楽一丁目７番１２号）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、社
団法人林業機械化協
会が選定されており、
契約の性質又は目的
が競争を許さないため
会計法第２９条の３第４
項に該当。（企画競争）

76,918,000 76,918,000 100% 4



平成２０年度林道整備におけ
る設計手法の性能規定化に
関する調査事業

支出負担行為担当官　林
野庁長官　井出道雄（東
京都千代田区霞が関１丁
目２番１号）

平成20年9月16日
グリーン航業株式会社
（東京都千代田区六番
町７番地）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、グ
リーン航業株式会社が
選定されており、契約
の性質又は目的が競
争を許さないため会計
法第２９条の３第４項に
該当。（企画競争）

10,183,000 10,183,000 100% -

地すべり対策調査

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

平成20年9月18日
新潟県
（新潟市新光町4-1）

地すべり現象の発生機
構を解明し、地すべり
発生の予知技術の確
立を図るとともに、地す
べり対策工の効果判
定、対策工法の改善等
により効果的な地すべ
り防止事業の推進に資
することを目的として、
全国の特徴的な地す
べり地において、基礎
データの収集、解析、
効果的な地すべり防止
事業の検討等を行うも
ので、調査の実施にあ
たっては、地すべり防
止区域の管理者であ
り、また、地すべり防止
事業の実施主体である
都道府県知事が直接
実施しなければ実行が
担保されないものであ
るため、都道府県に委
任するものであり、競
争を許さないものであ
ることから、会計法第２
９条の３第４項に該当
するため。

3,000,000 3,000,000 100% －



地すべり対策調査

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

平成20年9月18日
徳島県
（徳島市万代町1-1）

地すべり現象の発生機
構を解明し、地すべり
発生の予知技術の確
立を図るとともに、地す
べり対策工の効果判
定、対策工法の改善等
により効果的な地すべ
り防止事業の推進に資
することを目的として、
全国の特徴的な地す
べり地において、基礎
データの収集、解析、
効果的な地すべり防止
事業の検討等を行うも
ので、調査の実施にあ
たっては、地すべり防
止区域の管理者であ
り、また、地すべり防止
事業の実施主体である
都道府県知事が直接
実施しなければ実行が
担保されないものであ
るため、都道府県に委
任するものであり、競
争を許さないものであ
ることから、会計法第２
９条の３第４項に該当
するため。

3,000,000 3,000,000 100% －



山地災害危険地区対策調査

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

平成20年9月18日
長崎県
（長崎市江戸町2-13）

地すべり現象の発生機
構を解明し、地すべり
発生の予知技術の確
立を図るとともに、地す
べり対策工の効果判
定、対策工法の改善等
により効果的な地すべ
り防止事業の推進に資
することを目的として、
全国の特徴的な地す
べり地において、基礎
データの収集、解析、
効果的な地すべり防止
事業の検討等を行うも
ので、調査の実施にあ
たっては、地すべり防
止区域の管理者であ
り、また、地すべり防止
事業の実施主体である
都道府県知事が直接
実施しなければ実行が
担保されないものであ
るため、都道府県に委
任するものであり、競
争を許さないものであ
ることから、会計法第２
９条の３第４項に該当
するため。

3,800,000 3,800,000 100% －

平成20年度地方元気再生推
進調査委託事業（千葉の里
山・森林づくりプロジェクト）
H20.9.18-H21.3.16

井出道雄
林野庁
東京都千代田区霞が関１
－２－１

H20.9.18
千葉県
（千葉県千葉市中央区
市場町１－１）

本事業は、内閣府にお
いて委託先を公募し、
契約相手方を選定され
たことから、契約の性
質又は目的が競争を
許さないため会計法第
２９条の３第４項に該
当。（公募）

15,178,721 15,178,721 100% －



森林吸収源としての里山天然
林情報緊急整備対策事業

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

平成20年9月19日
熊本県
（熊本市水前寺6-18-
1）

森林吸収源目標の達
成に必要不可欠な天
然生林の保安林面積
を確保するため、天然
生林に重点を置いた円
滑な保安林指定の推
進及び森林情報への
反映を目的として必要
な調査等を行うもので
あり、その実施は地域
森林計画の樹立者で
ある都道府県が関与し
なければ事業の遂行
が担保されないもので
あるため、都道府県に
委託するものであり、
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。

2,027,000 2,027,000 100% －

保安林整備事業一式

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

平成20年9月19日
山口県
（山口市滝町1-1）

森林法（昭和２６年法
律第２４９号）に基づく、
民有保安林の適正か
つ円滑な整備・管理の
ために、農林水産大臣
が行う保安林の指定・
解除等の調査事務等
について国が行う事務
の一部を、森林法第１
９６条の２に基づく法定
受託事務及び保安林
整備管理事業実施要
領（昭和５３年８月２２
日付５３林野治第１８８
３号）第３により、都道
府県に委託するもので
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。

6,064,000 6,064,000 100% －



平成20年度地方元気再生推
進調査委託事業（1000年の森
を育み、エネルギーと食を自
給する地域の環境と経済循環
可能性調査）

林野庁長官内藤邦男
東京都千代田区霞が関1
丁目2-1

平成20年9月19日

那須野ヶ原土地改良
区連合
（栃木県那須塩原市接
骨木447-8）

本事業は、内閣府にお
いて委託先を公募し、
契約相手方を選定され
たことから、契約の性
質又は目的が競争を
許さないため会計法第
２９条の３第４項に該
当。（公募）

12,876,000 12,876,000 100% －

平成20年度地方元気再生推
進調査委託事業（kikidasプロ
ジェクト）

林野庁長官内藤邦男
東京都千代田区霞が関1
丁目2-1

平成20年9月19日

湖東地域材循環システ
ム協議会
（滋賀県犬上郡多賀町
中川原139-6）

本事業は、内閣府にお
いて委託先を公募し、
契約相手方を選定され
たことから、契約の性
質又は目的が競争を
許さないため会計法第
２９条の３第４項に該
当。（公募）

20,798,000 20,798,000 100% －

平成２０年度特殊荒廃地等対
策調査（特殊荒廃地等におけ
る便益算定手法の検討調査）
事業

支出負担行為担当官　林
野庁長官　内藤邦男（東
京都千代田区霞が関１丁
目２番１号）

平成20年9月26日

財団法人日本システム
開発研究所
（東京都新宿区富久町
１６番５号）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、財
団法人日本システム開
発研究所が選定されて
おり、契約の性質又は
目的が競争を許さない
ため会計法第２９条の
３第４項に該当。（企画
競争）

5,102,396 5,102,396 100% －

平成２０年度スギ花粉発生源
調査事業

支出負担行為担当官　林
野庁長官　内藤邦男（東
京都千代田区霞が関１丁
目２番１号）

平成20年9月26日
社団法人　全国林業改
良普及協会（港区赤坂
１－９－１３）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、社
団法人全国林業改良
普及協会が選定されて
おり、契約の性質又は
目的が競争を許さない
ため会計法第２９条の
３第４項に該当。（企画
競争）

36,000,000 36,000,000 100% 3



平成２０年度天然力を活かし
た更新技術による森林整備に
関する調査事業

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

平成20年9月29日

財団法人　国際緑化推
進センター
（文京区後楽１－７－１
２林友ビル３F）

本事業は、委託先を公
募し、選定の結果、財
団法人国際緑化推進
センターが選定されて
おり、契約の性質又は
目的が競争を許さない
ため会計法第２９条の
３第４項に該当。（企画
競争）

6,212,000 6,212,000 100% 8

１０月分山陽四国地区　重油
５５ＫＬ

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9月25日

旭日通産（株）東京支
店
東京都港区新橋５－１
３－５

予算決算及び会計令
第９９条の２
不落のため

－ 96,600 － －
単価契約
5,313,000
円

平成２０年度環境・生態系保
全活動支援調査・実証委託業
務一式

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9月1日
大阪府
（大阪府大阪市中央区
大手前2丁目-22）

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。

3,000,000 3,000,000 100% －

平成２０年度漁業取締船能力
向上のための実践指導委託
業務一式

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9月16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、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。

13,550,000 13,550,000 100% －



平成２０年度地方元気再生推
進調査委託事業（隠岐の里
山・里海再生を核とした環境
産業及び定住・交流促進プロ
ジェクト）委託業務一式

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9月25日

緑のコンビナート実行
委員会
（島根県隠岐郡隠岐の
島町城北町１番地、隠
岐の島町定住対策課）

本事業は、内閣府地域
活性化統合本部の公
募に対し応募のあった
中から、地域活性化戦
略チームでの検討を経
て「地方の元気再生事
業」として国が支援す
ることを決定した１２０
事業のうちの１つであ
り、必然的に本事業を
実施できる者は応募者
の「緑のコンビナート実
行委員会」のみであり、
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。

20,493,000 20,493,000 100% －

（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。


