
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

農林水産省本省ISＯ14001更新審査業務

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11月27日
財団法人日本品質保
証機構

競争入札に付したが落札せ
ず、再度の入札を行っても落
札者がなかったことから、予決
令第９９条の２に該当するた
め。

－ 1,622,932 － －

平成２０年度一般会計補正予算書（第２
号）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11月12日
独立行政法人国立印
刷局

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。

3,368,204 3,368,204 100% －

平成２１年度一般会計予算書外の印刷製
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11月26日
独立行政法人国立印
刷局

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。

5,492,115 5,492,115 100% －

平成20年度バイオマス利活用加速化事
業（区分Ⅰ：バイオマスタウンのさらなる発
展モデルの構築（バイオマスタウンの広域
化））

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11月4日

株式会社循環社会研
究所
（東京都新宿区１－１１
－１５）

本業務については、委託先を
公募し、審査の結果、(株)循環
社会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

10,000,000 10,000,000 100% －

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）



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

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年度バイオマス利活用加速化事
業（区分Ⅱ：バイオマスタウンのさらなる発
展モデルの構築（新たな取組））

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11月4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）

本業務については、委託先を
公募し、審査の結果、(株)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

10,000,000 10,000,000 100% －

平成20年度バイオマス利活用加速化事
業（区分Ⅲ：バイオマスタウンの現状の把
握）

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11月4日

NTCコンサルタンツ株
式会社
（名古屋市中区千代田
２－１６－１０）

本業務については、委託先を
公募し、審査の結果、NTCコン
サルタンツ株式会社が選定さ
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% －

平成20年度バイオマス利活用加速化事
業（区分Ⅳ：バイオマスタウンの将来の効
果の予測）

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11月4日

みずほ情報総研株式
会社
（東京都千代田区神田
錦町２－３）

本業務については、委託先を
公募し、審査の結果、みずほ
情報総研株式会社が選定され
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

14,000,000 14,000,000 100% －

食料自給率広報推進事業委託事業（食糧
自給率向上に向けた教育現場における普
及・啓発事業）

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11月12日

株式会社日本教育新
聞社
（港区虎ノ門１－２－８
虎ノ門琴平タワー８F）

この業務については、委託先
を公募し、審査の結果、株式
会社日本教育新聞社が企画
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。

19,993,705 19,993,705 100% －

平成２０年度日本食・日本食材等海外発
信委託事業（海外誌への広告掲載の実
施）

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11月7日
株式会社電通
東新橋１－８－１

この業務については、委託先
を公募し、審査の結果、㈱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。

29,500,000 29,500,000 100% －



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

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年度農林水産物貿易円滑化推進
委託事業（諸外国の輸出成功事例等調
査・ピンクレディー）

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11月14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１－１０－１
２

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
ティー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。

8,000,000 8,000,000 100% －

平成２０年度人口問題が農業・農村環境
に与える影響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11月13日
財団法人アジア人口・
開発協会
港区西新橋２－１９－５

この業務については、委託先
を公募し、審査の結果、（財）
アジア人口開発協会が選定さ
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。

8,793,000 8,793,000 100% 3

平成２０年度日アセアン地域技術交流委
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11月27日
社団法人国際農林業
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。

21,518,000 21,518,000 100% 8

平成２０年度大学ネットワーク活用食料農
業連携研究事業委託事業

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11月21日

国立大学法人
東京農工大学
府中市晴見町３－８－
１

この業務については、委託先
を公募し、審査の結果、（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。

8,500,000 8,500,000 100% －



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

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年度みなぎる輸出活力誘発委託
事業（味噌のロシア向け輸出促進）

一般会計
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丁目２番１号）

平成20年11月6日

社団法人ロシアＮＩＳ貿
易会（東京都中央区新
川１－２ー１２金山ビル
５階）

委託先を公募し、企画等の審
査の結果、契約の相手方から
提出された企画提案書が審査
委員会で選定され、一般競争
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。

6,515,562 6,515,562 100% －

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
（糞尿媒介感染症統御のための処理技術
の実用化と先進的衛生管理法）

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11月7日

国立大学法人東京大
学　総長　小宮山宏
（東京都文京区本郷7
丁目3番1号）
代理人　国立大学法人
東京大学
農学系事務部長　井上
幸太郎
（東京都文京区弥生1
丁目1番1号）

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% －

独立行政法人
農業・食品産業技術総
合研究機構
動物衛生研究所
 所長　村上　洋介
（茨城県つくば市観音
台３－１－5）

1,540,000 －

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）

8,460,000 3

平成20年度生産資材安全性確保調査・試
験事業
（乾牧草中のエンドファイト毒素の性状に
関する調査事業）

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11月10日

本委託事業は、かび毒の一つ
であるエンドファイト毒素の化
学的・毒性学的性状、これに
起因する牛の疾病、牛の飼養
管理及び飼養試験の設計並
びに当該毒素の分析に関する
専門的な知見が必要である。
このため、委託先を公募し企
画競争により選考したところ、
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）

10,000,000 100%



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

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年度生産資材安全確保調査・試験
事業
（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　佐藤　正典
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成20年11月12日

ピーアイエーリミテッド
ライアビリティカンパ
ニー
代表取締役
ジョン　ヴィ　ウォード
（東京都中央区佃2-2-
10）

本委託事業は、国内外の農薬
の使用及び規制、化学的性
状、畜産物への移行・残留試
験等の科学的情報、これらを
データベースとしてまとめるた
めのコンピュータに関する専門
的な知見が必要である。この
ため、委託先を公募し企画競
争により選考したところ、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）

6,000,000 6,000,000 100% －

平成20年度動物用医薬品の使用基準・休
薬期間設定ための残留試験委託事業
（動物用医薬品の残留試験②）

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11月14日

財団法人　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３－７－１１）

本委託事業は、残留基準が下
方修正される成分を含め、残
留性を確認することが必要と
考えられる成分を含む動物用
医薬品について、適切な使用
基準又は休薬期間を設定する
ことを目的として対象動物を用
いた残留試験を実施するもの
であり、事業の趣旨及び目的
を的確に理解し、対象動物を
用いた残留試験を適切に実施
すること等が必要である。この
ため、委託先を公募し企画競
争により選考したところ、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）

29,430,000 29,430,000 100% 5



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

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年度動物用医薬品の使用基準・休
薬期間設定ための残留試験委託事業
（動物用医薬品の残留試験③）

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11月14日

財団法人　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３－７－１１）

本委託事業は、残留基準が下
方修正される成分を含め、残
留性を確認することが必要と
考えられる成分を含む動物用
医薬品について、適切な使用
基準又は休薬期間を設定する
ことを目的として対象動物を用
いた残留試験を実施するもの
であり、事業の趣旨及び目的
を的確に理解し、対象動物を
用いた残留試験を適切に実施
すること等が必要である。この
ため、委託先を公募し企画競
争により選考したところ、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）

10,000,000 10,000,000 100% 5

平成20年度動物用医薬品の使用基準・休
薬期間設定ための残留試験委託事業
（動物用医薬品の残留試験①）

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11月14日

株式会社　京都動物検
査センター
代表取締役社長　浦
重義
（京都市伏見区下板橋
町585番地）

本委託事業は、残留基準が下
方修正される成分を含め、残
留性を確認することが必要と
考えられる成分を含む動物用
医薬品について、適切な使用
基準又は休薬期間を設定する
ことを目的として対象動物を用
いた残留試験を実施するもの
であり、事業の趣旨及び目的
を的確に理解し、対象動物を
用いた残留試験を適切に実施
すること等が必要である。この
ため、委託先を公募し企画競
争により選考したところ、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）

16,450,000 16,380,000 100% －

平成20年度動物用医薬品の毒性試験委
託事業
（動物用医薬品の毒性試験③）

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11月20日

財団法人　食品薬品安
全センター
理事長　網野　豊
（神奈川県秦野市落合
729-5）

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
こと等が必要である。このた
め、委託先を公募し企画競争
により選考したところ、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）

8,000,000 4,929,540 62% －



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

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年度家畜伝染病早期診断体制整
備委託事業
（家畜衛生菌株ライブラリー化事業）

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11月28日

社団法人　日本動物用
医薬品協会
理事長　岡本雄平（東
京都中央区日本橋４丁
目６番１０号）

本委託事業は、これまで家畜
伝染病の診断に際し維持、配
布が困難であった菌株を全国
統一的な診断方法のもとに整
備する必要があり、これらの菌
株を統一的に保存、継代及び
配布に対する知見及び施設を
有していること等が必要であ
る。このため、委託先を公募し
企画競争により選考したとこ
ろ、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）

38,379,000 38,379,000 100% －

平成20年度動物用医薬品の毒性試験委
託事業
（動物用医薬品の毒性試験①）

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11月28日

株式会社　ボゾリサー
チセンター
代表取締役　山内　久
実
（東京都渋谷区大山町
36-7)

本委託事業は、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る。このた
め、委託先を公募し企画競争
により選考したところ、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）

10,560,000 9,723,000 92% －

平成20年度動物用医薬品の毒性試験委
託事業
（動物用医薬品の毒性試験②）

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11月28日

株式会社　ボゾリサー
チセンター
代表取締役　山内　久
実
（東京都渋谷区大山町
36-7)

本委託事業は、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る。このた
め、委託先を公募し企画競争
により選考したところ、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）

10,560,000 9,723,000 92% －



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

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年度美の田園復興推進事業委託
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11月4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１１－８）

会計法第２９条の３第４項
企画競争を実施

20,899,000 20,899,000 100% 7

平成２０年度「立ち上がる農山漁村」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11月5日
ランドブレイン株式会社
（東京都千代田区平河
町一丁目２番１０号）

会計法第２９条の３第４項
（企画競争を実施）

9,865,000 9,865,000 100% ー

平成２０年度集落機能再編促進事業委託
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11月18日

日高地域活性化協議
会
（北海道沙流郡日高町
本町東3-299-1）

会計法第２９条の３第４項
企画競争を実施

2,983,050 2,983,050 100% －

平成２０年度計画基準改定調査委託事業

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11月19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

5,177,000 5,177,000 100% －

平成２０年度集落機能再編促進事業委託
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11月28日

天明集落機能再編促
進協議会
（熊本県熊本市奥古閑
町1905-1）

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% －



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

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11月26日
静岡県
（静岡県静岡市葵区追
手町９番６号）

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% －

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11月26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。

10,000,000 10,000,000 100% －

平成２０年度森林吸収源目標達成に資す
る効率的・効果的な森林整備の手法に関
する調査委託事業

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11月12日

日本造林協会
（千代田区内神田１－１
－１２全国森林組合連
合会内）

本事業は、委託先を公募し、
選定の結果、日本造林協会が
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）

5,001,000 5,001,000 100% －

平成２０年度複層林化・長伐期化等の非
皆伐施業の最適化に関する調査委託事
業（気象災害に強い多様な森林整備）

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11月12日

財団法人林政総合調
査研究所
（文京区後楽１－７－１
２林友ビル内）

本事業は、委託先を公募し、
選定の結果、財団法人林政総
合調査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）

8,000,000 8,000,000 100% 3

平成２０年度複層林化・長伐期化等の非
皆伐施業の最適化に関する調査委託事
業（効果的・低コストな非皆伐施業）

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11月12日

日本造林協会
（千代田区内神田１－１
－１２全国森林組合連
合会内）

本事業は、委託先を公募し、
選定の結果、日本造林協会が
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）

8,961,000 8,961,000 100% －



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

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）

治山事業における木材利用促進に関する
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11月25日
株式会社森林テクニク
ス（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、株式会社森林テ
クニクスが選定されており、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）

18,562,391 18,562,391 100% －

平成２０年度複層林化・長伐期化等の非
皆伐施業の最適化に関する調査事業（皆
伐跡地における多面的機能評価及び発
生要因分析）

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11月25日

社団法人 日本森林技
術協会
（千代田区六番町七番
地）

本事業は、委託先を公募し、
選定の結果社団法人 日本森
林技術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）

8,000,000 7,600,000 95% 11

平成20年度治山事業積算基準等分析調
査（建設機械による施工の効率化に関す
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11月26日
株式会社　山地防災研
究所（群馬県渋川市北
橘町箱田972-2）

本事業は、委託先を公募し、
選定の結果、株式会社山地防
災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）

6,650,000 6,650,000 100% －

平成２０年度みなぎる輸出活力誘発委託
事業（水産物・水産加工品の輸出促進）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11月6日

ピー・アイ・エーリミテッ
ドライアビリティカンパ
ニー
（東京都中央区佃２－２
－１０－９１３）

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。

5,600,000 5,600,000 100% －

平成２０年度豊かな海の森づくリによる
CO2固定推進委託業務一式

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11月19日

社団法人水産土木建
設技術センター
（東京都中央区築地２
－１４－５サイエスタビ
ル３階）

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。

42,000,000 42,000,000 100% 6

（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。


