
件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1 （社）農林放送事業団
平成１７年度農林漁業者等向け
テレビ放送業務

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

平成17年12月26日 48,700,000
企画競争を実施し、審査の結果、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。

その他のもの ― １７年度限り

2
独立行政法人国立印刷
局

平成１７年度食料・農業･農村の
動向及び平成１８年度食料･農
業･農村施策の編集等支援業務

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

平成18年1月27日 4,498,305
企画競争を実施し、審査の結果、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

3
独立行政法人国立印刷
局

平成１８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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年11月15日 4,136,635

予算書の印刷は、財務省主計局、各府省及び独立行政法人国立印刷局
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なわ
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項により随意契約とした。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

4
独立行政法人国立印刷
局

「平成１６年度食料・農業・農村
の動向に関する年次報告及び平
成１７年度において講じようとす
る食料・農業・農村施策」の編集
等支援業務の請負

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

平成17年4月1日 3,986,577
企画競争で契約した国立印刷局が、前年度後半から編集等を行い、引き
続き今年度年次報告を完成させる業務であり、特に閣議決定から公表まで
の時間的余裕がなく会計法第２９条の３第４項の随意契約とした。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

5
独立行政法人国立印刷
局

官報公告等掲載の契約（単価）

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

平成17年4月1日 6,061,545
官報を発行しているのは、契約相手方以外になく、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。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

6 （社）農林放送事業団
海外研修員ＤＶＤ制作業務の請
負

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

平成17年12月22日 5,700,000
企画競争を実施し、審査の結果、」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ｔめ。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

7 （社）農林放送事業団
平成１７年度海外研修員用DVD
編集業務

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

平成18年1月30日 2,300,000
この業務を行うのに必要な映画作品の著作権を（社）農林放送事業団が有
しており、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

平成１７年度　所管公益法人等との間で締結された随意契約の緊急点検結果等について
農林水産省
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

8 （財）農林統計協会
漁業就業動向調査集計プログラ
ム等の修正業務

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

平成17年8月22日 14,626,500

１　漁業就業動向調査は、世帯員の漁業就業状況等の漁業の就業構造及
びその動向を明らかにするものである。
　　本業務は、調査票の記帳負担軽減のため調査票のプレプリントによる
調査の変更に伴い「漁業就業動向調査集計プログラム」について、プレプ
リント用データの追加に伴う報告ファイルのフォーマットの変更、入力画
面、レコードフォーマット編集等の各処理の一部修正を行うものである。
２　畑作物減収調査（ばれいしょ）は、減収面積及び共済基準収量からの
減収量を調査し農業災害補償法に基づく共済金認定にかかる資料として
いる。
　本業務は、この度の調査項目桁数等の変更に伴い「畑作物減収調査（ば
れいしょ）集結プログラム」について、入力画面、レコードフォーマット編集、
データチェック等の各処理の一部を修正するものである。
３　これら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、
プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及
び短期間で効率的に業務ができることから会計法第２９条の３第４項に該
当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

9 （財）農林統計協会
２００３年漁業センサス漁業集落
カード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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月23日 9,658,110

　2003年漁業センサスは漁業の生産構造及び就業構造を明らかにすると
ともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と変化を総合的に把握
している。
　本業務は2003年漁業センサス海面漁業調査及び流通加工調査の漁業
集落カードへの編集を迅速かつ効率的に行うにあたり、必要不可欠なプロ
グラムであり、前回、10次漁業センサス時に作成した「漁業集落カードプロ
グラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査と流通加工調査において変
更のあった調査項目等に対応した編集プログラムに修正するものである。
　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
ラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期
間で効率的に業務ができることから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

10 （財）農林統計協会

２００３年漁業センサス海面漁業
調査（海面漁業の団体経営体に
関する統計）報告書編集プログ
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月23日 7,863,240

2003年漁業センサス海面漁業調査は、海面漁業の生産構造及び就業構
造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と
変化を総合的に把握している。本業務は2003年漁業センサス海面漁業調
査（海面漁業の団体経営体に関する統計）結果を迅速かつ効率的に編集
するにあたり、必要不可欠なプログラムであり、前回、10次漁業センサス時
に作成した「海面漁業の団体経営体に関する報告書用データ作成及び編
集用プログラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査（海面漁業の団体経
営体に関する統計）において変更のあった調査項目に対応した編集プログ
ラムに修正するものである。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、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互
換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第
２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

11 （財）農林統計協会
２００３年漁業センサス漁業集落
別統計作成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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月23日 5,811,960

2003年漁業センサスは漁業の生産構造及び就業構造を明らかにすると
ともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と変化を総合的に把握
している。
　本業務は2003年漁業センサス海面漁業調査及び流通加工調査の漁業
集落別統計結果を迅速かつ効率的に編集するにあたり、必要不可欠なプ
ログラムであり、前回10次漁業センサス時に作成した「漁業集落別統計作
成プログラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査と流通加工調査におい
て変更のあった調査項目等に対応した編集プログラムに修正するものであ
る。
　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
ラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期
間で効率的に業務ができることから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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12 （財）農林統計協会
２００３年漁業センサス内水面漁
業経営体調査集計プログラムの
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月16日 1,701,000

　2003年漁業センサス内水面漁業調査は、内水面漁業の生産構造及び就
業構造を明らかにしている。
　本業務は2003年漁業センサス内水面漁業調査結果を迅速かつ効率的に
内水面漁業地域別及び内水面漁業集落別に集計するにあたり、必要不可
欠なプログラムであり、2003年漁業センサス時に作成した2003年漁業セン
サス内水面漁業経営体調査集計プログラムを一部修正し、新たな集計単
位に対応した集計プログラムに修正するものである。
　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
ラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期
間で効率的に業務ができることから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

13 （財）農林統計協会
家畜個別識別データ集計プログ
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月20日 1,476,300

　畜産統計調査は、主要家畜に関する飼養頭（羽）数規模別・経営タイプ別
飼養戸数及び年齢別飼養頭（羽）数等を把握し、我が国の畜産生産の現
況を明らかにし、飼養動向を予測するための事項等を取りまとめている。
　本業務は畜産統計調査のうち乳用牛及び肉用牛調査については調査の
効率化を図るため｢家畜個体識別システム｣のデータを「家畜個別識別デー
タ集計プログラム」を利用し集計しているところであるが、19年度調査から
家畜個体識別システムのデータの活用範囲の拡大を検討するため、乳用
種めす牛の分べん状況を把握する機能等を付加するためのプログラム修
正業務である。
　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
ラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期
間で効率的に業務ができることから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

14
独立行政法人国立印刷
局

試験問題（第５７回獣医師国家
試験）の印刷製造に係る請負

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

平成18年2月10日 5,694,400

国家試験という特殊性から秘密にする必要があり、特に信頼のおける者と
契約を締結しなければならない。また、契約手続きの段階でも多数の者が
関係することを避けなければならない。以上のことから会計法第２９条の３
第５項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

15
独立行政法人国立印刷
局

試験問題（土地改良換地士資格
試験）

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

平成17年9月16日 2,959,947

国家試験という特殊性から秘密にする必要があり、特に信頼のおける者と
契約を締結しなければならない。また、契約手続きの段階でも多数の者が
関係することを避けなければならない。以上のことから会計法第２９条の３
第５項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

16 （社）農林放送事業団
「食と農の未来を拓く研究開発ｖ
ｏｌ．３」ビデオ制作業務

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

平成18年2月24日 5,000,000
企画競争を実施し、審査の結果、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

17 （財）農林統計協会

平成１６年度水産の動向に関す
る年次報告及び平成１７年度に
おいて講じようとする水産施策の
編集等支援業務

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

平成17年4月1日 4,474,943
企画競争を実施し、審査の結果、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

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

18 （財）農林統計協会
農林水産省政策情報の発信に
関わる雑誌の紙面活用業務の
請負

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

平成17年4月5日 24,996,000

雑誌の誌面の一部を買い取り、農林水産省政策の情報提供用に活用して
いる業務で、農林水産政策情報を専門に掲載し、生産者・消費者のどちら
か一方に片寄っていない雑誌であること等が求められているため会計法第
２９条の３第４項の随意契約とした。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

19
（社）全国生鮮食料品流
通情報センター

生鮮食料品流通情報バッチ処理
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 12,572,280

　本業務は、毎日の市況情報を編集・加工・累積処理する他、旬、月及び
年ごとにデータ登録等の電算機処理を行うものである。
　本業務を的確に処理するためには、流通情報システムの内容に精通して
いること及び卸売会社の個別取引データを取り扱う業務であることから卸
売会社の信頼を得ていることが要件である。
　(社)全国生鮮食料品流通情報センターは、設立以来、生鮮食料品流通情
報に携わっており、青果物市況情報等データの取扱いや管理、セキュリ
ティの面に関して実績をつみ重ねているなど、卸売会社の信頼も厚く、的
確かつ効率的に実施できる業者であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

20
（社）全国生鮮食料品流
通情報センター

生鮮食料品流通情報調査「収集
効率化監視端末」等監視業務

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

平成17年4月1日 7,639,380

　本業務は、青果物市況情報等の調査対象卸売会社に設置したデータ送
信端末からの送信状況、データ受信サーバのデータ収集状況を監視し、必
要に応じて回復措置等行うものである。
　本業務を的確に処理するためには、流通情報システムの内容に精通して
いること及び卸売会社の個別取引データを取り扱う業務であることから卸
売会社の信頼を得ていることが要件である。
　(社)全国生鮮食料品流通情報センターは、設立以来、生鮮食料品流通情
報に携わっており、青果物市況情報等データの取扱いや管理、セキュリ
ティの面に関して実績をつみ重ねているなど、卸売会社の信頼も厚く、的
確かつ効率的に実施できる業者であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

21 日本郵政公社
日本郵政公社本社建物の賃貸
借

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

平成17年4月1日 52,002,000
当該建物は会議室等として使用しており、引き続き借り受ける必要がある
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

22 独立行政法人　造幣局 平成１７年度銀杯の購入（契約）

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

平成17年4月1日 6,729,030
これまで購入してきた銀杯と同品質のものを確実に製作できるのは契約相
手方以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降一般競争
入札に移行）

23 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機の賃貸借及び保
守（４～３月分）Docu　Centrre１
０１５ｓ

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

平成17年4月1日 32,570,565
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

24 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機外賃貸借及び保
守（４月～３月分）Docu　Centrre

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

平成17年4月1日 1,900,543
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

25 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（ゼロックス）の
賃貸借及び保守（４～３月分）

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

平成17年4月1日 22,134,363
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

26 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機の賃貸借及び保
守（４～３月分）Docu　Centrre７
０７

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

平成17年4月1日 2,960,685
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

- 4 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

27 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機の賃貸借及び保
守（４～３月分）Docu　Centrre７
１９

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

平成17年4月1日 3,753,934
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

28 富士ゼロックス（株）
フルカラーデジタル複写機の賃
貸借及び保守（４～３月分）

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

平成17年4月1日 12,379,972
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

29 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（ゼロックス）の
賃貸借及び保守（４～３月分）

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

平成17年4月1日 11,233,924
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

30 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（ゼロックス）の
賃貸借及び保守（４～３月分）

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

平成17年4月1日 11,251,177
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

31 富士ゼロックス（株）
電話ファックス（ゼロックス）の賃
貸借及び保守（４～３月分）

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

平成17年4月1日 1,929,270
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

32 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機の賃貸借及び保
守（４～３月分）Docu　Centrre７
１９

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

平成17年4月1日 5,111,778
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

33 富士ゼロックス（株）
電話ファックスの保守（４～３月
分）　Docu　Centrre　400CF-
MDD2

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

平成17年4月1日 262,886
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

保守料：単価契
約

34 富士ゼロックス（株）
電話ファックスの保守（４～３月
分）　Docu　Centrre　２８０ＦＳ－
ＤＤ

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

平成17年4月1日 252,999
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

保守料：単価契
約

35 富士ゼロックス（株）
電話ファックス外の保守Docu　
Centrre　Color　Ａ360ｐｆｓ　外１

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

平成17年4月1日 30,438
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

保守料：単価契
約

36 富士ゼロックス（株）
フルカラーデジタル複写機（ゼ
ロックス）の保守Docu　Centrre　
－ⅡＣ４３００

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

平成18年2月13日 449,474
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

保守料：単価契
約
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37 富士ゼロックス（株） ホチキス針の購入

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

平成17年9月16日 15,120
富士ゼロックスのコピー機専用のホチキス針であり、会計法第２９条の３第
５項の随意契約とした。

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

38 日本放送協会 NHK放送受信料

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

（平成17年4月1日） 2,942,620
法令によって契約の相手方が決まっているため
(会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

39
東日本電信電話（株）
東京支店

電話料

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

（平成17年4月1日） 46,924,857
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１０２条の２第４
号）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

40
西日本電信電話（株）
大阪支店

電話料

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

（平成17年4月1日） 1,652,595
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１０２条の２第４
号）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

41 日本郵政公社 後納郵便料

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

（平成17年4月1日） 56,747,076
財務大臣通知による郵便に関する料金
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１０２条の２第４
号）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

42 西日本電信電話㈱
農林水産省情報セキュリティ
支援業務

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

平成17年4月1日 15,960,000
一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がなかったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の２）

その他のもの
―
（引き続き一般競争入札を実
施）

43 西日本電信電話㈱
農林水産省情報セキュリティ
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年10月12日 62,055,000
一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がなかったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の２）

その他のもの
―
（引き続き一般競争入札を実
施）

44 東日本電信電話㈱
農林水産省情報公開手続オン
ラインシステム保守業務

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

平成17年4月1日 2,100,000
本システムは契約相手方が構築したものであり、他の業者が履行する
のは困難であることから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １８年度限り

45 （財）農林統計協会
平成１７年度水産の動向及び平
成１８年度水産施策の編集等支
援業務

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

平成18年3月8日 2,465,295
企画競争を実施し、審査の結果、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

46 （財）農村更生協会
独立行政法人種苗管理センター
八岳農場の宿舎用地土地賃貸
借料

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

平成17年4月1日 1,785,658
当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在しており、現状を踏まえる
と、本件に係る代替地は検討の余地はない。
（会計法第29条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

47 （社）農林放送事業団
平成１７年度農林水産情報・施
策啓発推進委託事業（一般国民
向けテレビ・ビデオ）

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

平成17年9月26日 46,091,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結果、（社）農林放送事業
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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

48
（社）日本農村情報シス
テム協会

平成１７年度衛星通信を利用し
た農林水産業情報提供番組制
作委託事業

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

平成17年9月20日 12,750,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結果、（社）日本農村情報シ
ステム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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

49
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17年度アフリカ地域におけ
る食糧の持続的生産技術普及
支援調査委託事業

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

平成17年5月20日 16,279,000

この業務については、前年度に行った基礎調査に基づき実証調査を行うこ
とが必要であることから、基礎調査を行った（社）国際農林業協力・交流協
会以外では業務を実施できないので、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

50
独立行政法人日本貿易
振興機構

平成17年度国産農林水産物海
外普及委託事業（海外市場開拓
ミッション及び国産農林水産物・
食品ＰＲ活動（タイ））

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

平成17年6月14日 34,492,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人
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２
９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

51
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17年度地域食料農業情報
調査分析検討委託事業

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

平成17年6月24日 16,217,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、（社）国際農林
業協力・交流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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

52
独立行政法人日本貿易
振興機構

平成17年度海外農業・貿易情報
提供委託事業

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

平成17年7月6日 23,054,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人
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２
９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

53 （社）国際食糧農業協会
平成17年度食料安全保障確立
支援委託事業

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

平成17年7月11日 10,777,000

この委託事業については、平成13年度から17年度までの５年間継続事業
であり、最終年度の取りまとめに当たる本年度の業務の実施に当たって
は、事業の効率性及び成果の質を確保していく上において、同一の実施主
体による実施が不可欠であることから、本事業を４年間実施してきた（社）
国際食糧農業協会以外では業務を実施できないので、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

54
独立行政法人日本貿易
振興機構

平成17年度ＡＳＥＡＮ諸国等農林
水産物の市場多様化のための
キャパシティー・ビルディング支
援委託事業

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

平成17年7月25日 17,835,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人
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２
９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

55
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17年度国際相互理解促進
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月11日 5,669,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、（社）国際農林
業協力・交流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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

56
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17年度アジア農業生産性向
上事業協力委託事業

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

平成17年9月12日 28,053,000

この委託事業については、平成13年度から17年度までの５年間継続事業
であり、最終年度に当たり、３件のセミナー開催及び５年間の事業の評価
を行う本年度の実施に当たっては、これまでの事業の経緯を熟知しておく
必要性があることから、同一の実施主体による実施が不可欠であることか
ら、本事業を４年間実施してきた（社）国際農林業協力・交流協会以外では
業務を実施できないので、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

57 （財）国際開発センター
平成17年度農林水産業個別協
力戦略推進委託事業

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

平成17年9月12日 19,767,000

この委託事業については、平成15年度に実施した、「スリランカ国の農業・
農村開発分野における支援構想調査」の調査結果を踏まえ、具体的な協
力構想を策定する業務であることから、本年度の業務の実施に当たって
は、事業の一体性及び効率性を確保していく上において、同一の実施主体
による実施が不可欠であることから、これまで本事業を実施してきた財団
法人国際開発センター以外では業務を実施できないので、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

58 （社）海外農業開発協会
平成17年度農林水産業個別協
力戦略推進委託事業

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

平成17年9月12日 21,412,000

この委託事業については、「カンボジア国モンゴル・ボレイ川流域の灌漑計
画を策定し、円借款等に結びつけ得るような具体的プロジェクトに係る案件
形成の支援を行う」事業であり、本年度は過去３年間に実施した調査結果
を総合的に取りまとめ、全体計画の策定を行うものであることから、本年度
の業務の実施に当たっては、事業の効率性及び成果の質を確保していく
上において、同一の実施主体による実施が不可欠であることから、本事業
を３年間実施してきた（社）海外農業開発協会以外では業務を実施できな
いので、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

59
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月29日 26,321,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、（社）国際農林
業協力・交流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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

60
（社）国際農林業協力・交
流協会

平成17年度地球的規模の問題
に対する食料・農業・農村分野の
貢献策に関する基礎調査（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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年11月16日 14,372,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、（社）国際農林
業協力・交流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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

61
（財）アジア人口・開発協
会

平成17年度地球的規模の問題
に対する食料・農業・農村分野の
貢献策に関する基礎調査（人口
問題が農業・農村に与える影響
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　小林　裕幸　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年11月18日 10,427,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人アジア
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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

62 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

契約担当官　農林水産
研修所長　清水　寛道
（東京都八王子市廿里
町３６－１）

平成17年4月1日 1,105,650
当研修所において導入している電子複写機は富士ゼロックス社製であり、
他の業者では保守を行うことが不可能であるので、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

63 富士ゼロックス（株） ファクシミリ保守業務

支出負担行為担当官　
農林水産政策研究所長　
西尾　健　　　　　（東京
都北区西ヶ原２－２－
１）

平成17年4月1日 900,000
ファクシミリは富士ゼロックス社製であり、同社以外に保守は行えないた
め、会計法第２９条の３第４項に該当

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

単価契約

64 （財）農林統計協会
平成１７年度開発途上国（農業
統計）人材能力改善プログラム
作成事業

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

平成17年9月6日 5,693,000

   本事業は、ＡＳＥＡＮ地域内での農業統計業務の的確な推進を担う優れ
た担当者の育成と資質の向上を図る観点から、同地域の後発開発途上国
を対象として、それそれの国の実情に最も適した人材育成開発プログラム
（研修基本計画、研修プログラム等）の開発を行うものである。
　（財）農林統計協会は、開発途上国の農業事情のほか、統計調査実態等
の農業統計分野や経済事情等に精通し、知識や経験を十分に備えている
業者である。また、我が国の農林水産統計に係る事業について、各種調査
の集計から公表までの過程に一貫して携わっていることから、必要に応じ
幅広い分野から人材を集めることも可能である。さらに、外国の農林水産
統計の整備に係る技術協力の事業の一つとして、専任スタッフを配置して
おり、一定期間内に事業を完遂することができる業者は（財）農林統計協会
以外はなく、競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当するた
め

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

65 （財）農林統計協会
２００５年農林業センサス電算処
理システム開発整備等委託事業

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

平成17年4月12日 223,267,000

本事業は、平成16年～17年の２カ年で事業の実施を計画している。
同協会は前回及び前年度にプログラムを開発しており、履行期間の短縮、
経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施が確保できる唯一の者であるこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

66 （財）農林統計協会
２００３年漁業センサスの総合分
析に関する委託事業

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

平成17年8月11日 22,544,000
この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、（財）農林統計
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

その他のもの ― １７年度限り

67
（社）全国農林統計協会
連合会

平成17年度高解像度衛星画像
を用いた面積調査の研究開発委
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　小西　孝蔵　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月31日 8,875,000

　本業務については、高解像度衛星画像を面積調査に活用するための研
究開発であり、(社)全国農林統計協会連合会は、①農林統計調査におけ
る農業事情、農林統計分野に精通していること、②面積調査並びに農林統
計の精度確保・向上のための諸条件の知識を有していること、③リモートセ
ンシング活用技術のノウハウの蓄積と今後の研究課題及び方向性を熟知
していることから、履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の
実施が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法29条
の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

68 鮫川運送（株）
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 67,000,000

政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業
効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として
保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の
状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点
では不明であり、保管期間を明示することができない。
このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められて
いることから、随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

69 城東運輸倉庫（株）
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 62,000,000

政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業
効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として
保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の
状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点
では不明であり、保管期間を明示することができない。
このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められて
いることから、随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約

70 台糖（株）
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 7,000,000

政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業
効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として
保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の
状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点
では不明であり、保管期間を明示することができない。
このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められて
いることから、随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約

71 カネミ倉庫（株）
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 241,260,000

政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業
効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として
保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の
状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点
では不明であり、保管期間を明示することができない。
このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められて
いることから、随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約

72 知多埠頭（株）
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 155,000,000

　政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作
業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしてい
る。
　外国産麦については、製粉企業の需要を定期的（三半期ごと）に聴取し、
輸入港所在地事務所から銘柄別、工場別の需要量を把握して、必要として
いる麦を無駄なく効率的に輸入するとともに、このような各製粉企業の需要
に基づいて、港の収容力及び製粉企業の利便性等も考慮して、製粉企業
への搬入が経済的かつ効率的な保管場所を選定し、当該保管場所で製粉
企業へ売却しているところである。この保管場所は製粉工場に隣接する形
で配置されている場合がほとんどである。
　このため、これまで、入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても｢保管させるときは随意契約によることができる｣旨定められて
いることから随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

73 （株）日新
政府所有食糧及び農産物等寄
託契約（保管料）

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 249,590,000

政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業
効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として
保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の
状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点
では不明であり、保管期間を明示することができない。
このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決
令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められて
いることから、随意契約により契約を締結しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降
競争的条件を高めた手法の
導入について検討）

単価契約

74 （財）日本穀物検定協会
外国産米穀の遺伝子組換え米
混入検査

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月21日 2,000,000

中国国内の一部の地域において未認可の遺伝子組換え稲が違法に市場
流通している旨の情報に基づき、4月18日に農林水産省として安全確保の
観点から、政府が所有している中国産米の販売を凍結した。中国産米につ
いて、早急に安全性の確認を行い、その結果を踏まえ、安全性が確認され
れば販売再開を行う等、適切な対応を行う必要があった。このような中で、
一般競争入札を実施すれば、少なくとも一週間以上経ないと検査結果が判
明しないこととなり、中国産米を取り扱う企業に多額の損失を与えることと
なるため、緊急対応として、随契による手続きを講じた。なお、厚生労働省
登録検査機関を対象として３社に対して市場調査を行ったが、検査を請け
負う意志を示した者は同協会のみであった。

その他のもの ―
単価契約
１７年度限り

75 （財）日本穀物検定協会 低温保管米の品質状況調査

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月14日 3,244,815

　国民の食品に対する安全性の関心が高まっている中で、政府米について
は、低温保管により品質の劣化を防いでいるところである。このような中
で、政府米は約３年の保管を目安（目安：12月から6月に買入れ、7月から
翌年6月まで1年保管し、7月から1年以上かけて販売。保管期間計2年６ヶ
月以上）として販売するよう運営しているところであるが、保管中の米から
カビ付着の事故の発生が増えており、カビ着生検査結果においてもカビ着
生率が高いものがみられ、適切な保管管理の考え方を検討する必要があ
る。しかしながら、これらに関する基礎的データの蓄積に乏しく、適切な対
応ができない状況にある。
　このため、３年間の低温保管米のカビ増殖要因を保管管理の観点から調
査・分析し、今後の保管管理を適切かつ効率的に行うための指針とするた
めに本事業を実施するものである。よって、3年間の継続性をもって試験実
施米穀の調査・分析を行わなければならず、相当の設備、知識を有した上
で分析データが継続的かつ信頼性を持って収集できることが必要である。
　初年度である平成16年度は、一般競争入札（不落随意契約）により契約
したところであるが、平成16年度の実績において、通常の恒温恒湿槽の保
守管理、突発的な異常発生に駆けつける等、迅速かつ的確な対応が出来
たほか、分析データが信頼性をもって収集できた。こうしたことから、信頼で
きるデータを引き続き入手・分析できる平成16年度の契約者を平成17年度
も選定することにより、事業の継続性及び信頼性を確保することが重要で
ある。よって会計法第29条の３第４項の競争を許さない場合に該当するこ
とから随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

76 （財）日本穀物検定協会
アジア地域ポストハーベストロス
共同調査及び技術改善支援事
業

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年6月22日 6,627,000

本事業は、政府開発援助の一環として、アジア地域の開発途上刻における
穀物管理・流通にかかわる技術指導者に対し、穀物の生産・流通段階で生
ずるポストハーベストロス（収穫後の処理の際に生じるロス）を減少させる
ための普及教育活動を２ヵ年計画で実施するものである。したがって委託
先としては、穀物の生産・流通段階における品質、数量、計量等の検定に
豊富な知見及び技術などの専門的知識やノウハウを有する必要がある。
当該（財）日本穀物検定協会は、
①米麦を中心とした穀物について、本事業を委託しうる人数の穀物の生
産・流通段階における品質、数量、計量等の専門的知識を有している研究
員が在籍しており、穀物の管理・流通等についても優れた調査・分析能力
を有していること。
②貨物の受け渡し及び保管管理等について調査研究、品質、安全性、包
装容器等の検定、検定計量技術者の養成訓練、計量の証明及び計量観
念の普及徹底等の事業を行っていること。
③アジア地域の開発途上国の穀物流通の効率化を図るためのアジア地域
穀物流通効率化支援事業の受託者としての実績があること。
から、開発途上国の生産・流通の実態や途上国側の支援ニーズに関する
豊富な知見、途上国の技術指導者に対する指導・教育に関するノウハウを
有しており、本事業を効率的に事業実施が可能であることから会計法第２
９条の３第４項の規定による随意契約を締結するものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

77 （財）日本穀物検定協会 入庫検定

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 25,000,000

　 全国を対象として随時行われる政府米の販売に伴い、商慣習（車側販
売）により、政府運送が必要となる。このような中で、当該事業は、政府運
送により運送する政府所有国内産米穀を運送人から引き取るに当たり、当
該米穀について、政府所有食糧及び農産物等の運送契約の履行確認及
び品質等の検定（以下「入庫検定」という。）を行い、もって事後の保管・売
却の円滑化に資するものである。
当該事業の実施にあたり、事業の性格上、次の要件を満たす第三者検定
機関を選定して当該検定業務を実施してきたところである。
①　運送人、倉庫業者及び販売業者等との利害関係がなく、公正かつ確
実に入庫検定業務を実施しうると認められること。
②　米穀の品質鑑定に関する技能、経験を有し、かつ、入庫検定に必要な
器具を有していること。
③　全国的かつ通年的に円滑な入庫検定が実施できること。

　 ③の要件については、この検定業務が、随時なされる政府米の販売の
都度に不定期に発生するため課したものであるが、当該検定業務に迅速
かつ的確に対応しうる者は、日本穀物検定協会以外に存在しないため、会
計法第29条の３第４項の競争を許さない場合に該当することから随意契約
とした。

見直しの余地が
あるもの

―
単価契約
１７年度限り

78
（社）米穀安定供給確保
支援機構

米加工品新規需要開発推進委
託費

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月6日 5,269,948

　本事業は、新たな米加工品の需要の創出を図るため米加工品新技術研
究開発課題の募集・審査及び評価、米加工新製品審査委員会の運営を実
施するものである。
　事業実施者を、審査により選定するため、一般競争入札と同様に農林水
産省掲示板による掲載を通じて募集したところ、応募者である（社）米穀安
定供給確保支援機構の実施計画(案）は、審査基準を満たすものであっ
た。
　このため、本事業の委託者として適当であると認められることから､当該
団体と随意契約したところである。

その他のもの ― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

79
（財）外食産業総合調査
研究センター

食品産業原料安定確保対策調
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　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年9月20日 7,184,000

　食品産業原料安定確保対策調査委託事業は、国民生活、国民経済上重
要な産業となっている食品産業について、質的・量的に安定的な原料確保
を推進するため、国産農産物の利用拡大と食料の安定供給を図ること等を
目的とし、外食産業を含む食品産業における原料の安定供給等に資する
ための各種調査、検討等を行う事業である。
　このため、本事業の委託先としては、外食産業及び食品製造業並びに関
連産業に関する専門的技術・知識、情報収集能力等が必要である。
　（財）外食産業総合調査研究センターは、昭和５６年の設立以降、長年に
わたり外食産業、中食産業及び関連産業に関する調査・研究を実施してお
り、調査・研究についての多様なノウハウと研究員をもち、外食産業及び関
連産業の業種横断的な豊富な専門的技術・知識、情報収集能力を有する
団体であり、このような能力を有する機関は（財）外食産業総合調査研究セ
ンター以外にはない。
　このため、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を締結し
ている。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

80
（社）食品需給研究セン
ター

食料安定供給対策基本調査等
委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年6月27日 19,271,000

　食料安定供給対策基本調査等委託事業（食品産業動態調査）は、ＰＯＳ
情報等を活用した食品産業の動向及び食料品の輸入動向を業種別に統
一的に調査し、食品産業全体を網羅した総合的な動態統計を作成すること
により、我が国における食料品の供給動向の分析、食料の需給見通しの
検討に資することを目的とするものである。
　このため、委託先としては、食品産業全体の動向に精通しているばかり
でなく、動態統計等に専門的知識を有し、食料の需給見通し等に優れた調
査・分析能力を有しており、本委託事業を継続的に推進するために必要な
食品産業の動態等に関する幅広い専門知識と高度の統計処理能力を有
する研究員を要していなければならない。
  （社）食品需給研究センターは、食品産業全体の動向に対する専門知識
を有し、食品産業の現状分析や食料の需給見通し等の分析能力の優れた
研究員が多数在籍（大学院において、当該分野を専門に研究した研究員
が研究員全体の４分の３を占める）していることから、平成１０年度から１２
年度まで本調査と密接に関連のある「食品産業政策推進総合調査（食品
産業動態景況調査）」を実施し、食品産業全体の総合的な動態統計を作
成・分析して成果を上げた実績があり、本委託事業の初年度にあたる平成
１３年度から継続して本委託事業を実施している。
　特に、本事業の中で食品製造業を対象にして行っている個別調査（アン
ケート調査）については、その調査結果が経済産業省「鉱工業生産・出荷・
在庫指数」（月報）のデータとして使われ、鉱工業指数算定には不可欠なも
のとなっているが、平成１３年度から継続的にアンケート調査を実施し、当
該調査を通じてデータ提供企業との間で信頼関係を築いている当センター
が実施しなければ、各企業からのデータ提供が受けられない状況にある。
　したがって、同センターと随意契約（会計法第２９条の３第４項）をするも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

81
（社）国際農林業協力・交
流協会

食料安定供給対策基本調査等
委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年6月28日 1,985,000

　食料・農業・農村基本法においては、国民に対する食料の安定的な供
給、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、
国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適
切に組み合わせて行われなければならない、とされている。
　現在、海外に供給を大きく依存しているとうもろこし、小麦、大豆等の主要
農産物の需給動向は、供給国における気象状況、作付状況や成育状況、
農業政策の変更等の供給国側の事情に加え、輸入国における生産、需要
動向、世界経済の変動、輸送事情等にも大きく左右される性格を有してい
ることから、我が国が今後とも、安定的な食料輸入の確保を図るために
は、主要生産国の動向に加え、新興輸出国等の生産消費が世界の需給に
与える影響等、広い範囲に及ぶ情報収集の取組が重要である。
　本検討会は、このような海外の主要農産物の需給動向について、商社等
民間有識者の参加を得て開催し、総合的に分析・検討を行うものであり、
委託先は、海外の農産物に関する生産、需要動向、政策等に通じている
ばかりでなく、継続的に調査・収集した情報を常時分析・検討していること
によって蓄積された知見を有するものでなければならない。
　（社）国際農林業協力・交流協会は、「諸外国の農業及び食料に関する分
野の調査・研究及びその成果の普及並びに情報収集」を事業の一つとして
おり、
　（１）前身である（社）国際農業交流・食糧支援基金設立当初から現在に
至るまで一貫して、世界各国の農業生産、貿易動向、農業政策等について
の調査、情報の収集及び提供等を実施し、当省が対外政策遂行上必要と
する情報の提供等に豊富な実績を有していること
　（２）また、海外での調査、情報の収集及び提供等に精通したスタッフを抱
え、大学、調査研究機関、海外の情報提供機関、政府関係者等との交流も
深いことから、調査、情報の収集等に的確に対応できる体制が充実・整備
されていること
等、海外の主要農産物の需給動向について、総合的に分析・検討する本
事業を委託しうる唯一の者であることから、本委託事業の実施に当たって
同協会と随意契約（会計法第２９条の３第４項）するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

82
（社）食品需給研究セン
ター

卸売市場整備新基本方針実施
状況実態調査委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年7月27日 11,038,000

（１）　本事業においては、平成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第８次卸売市場
整備基本方針に対する取組状況や地方卸売市場等における先進的な取組事例等についての実
態調査を行い、そのモデル事例をとりまとめ、全国の中央卸売市場に周知することにより、取組の
遅れている市場の「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの速やかな転換と卸・仲卸業者の経
営基盤の強化による卸売手数料の弾力化に向けた円滑な移行を図ることとしている。
　（２）　このため、事業の実施に当たっては、出荷者から卸売市場関係業者及び量販店等小売業
者まで網羅的に調査を行うとともに、必要に応じて検討委員会を開催し、蓄積された情報を基に調
査結果を的確かつ速やかに整理分析することが必要である。
　（３）　これを行政自らが行うことは、多大な人的、物的コストが必要となるので適当でなく、また、
結果の整理分析に当たっては、当該分野に関する豊富な知見とデータの蓄積及び分析のノウハ
ウを有する者が行うことが効率的である。
　（４）　ついては、下記の理由から、社団法人食品需給研究センターが卸売市場における取組事
例の調査を行うのに最も適した委託先であるため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随意
契約により委託するものとする。
　（理由）
　 （１） 社団法人食品需給研究センターは、昭和42年の創立以来、食料及び食品の生産、加工、
流通、販売及び消費の全般を研究分野として、国、都道府県、市町村、各種公益法人、民間企業
等からの委託調査を実施し、生鮮食料品と加工食品を含めた幅広い食品分野の流通、消費動
向、マーケティング調査等について知識を有し、近年では、情報システムやトレサビリティーシステ
ムの分野においても実績をあげている。
　 （２） 卸売市場の分野においては、農林水産省委託事業としてこれまでに卸売市場整備基本方
針の策定に必要な基礎調査（「卸売市場整備新基本方針策定実態調査事業」（第８次基本方針）、
「卸売市場機能強化緊急促進事業」（第７次基本方針）、「卸売市場基本方針策定調査」（第６次基
本方針）、「卸売市場流通ビジョン策定調査」（第５次基本方針）等）をはじめ、卸売市場の情報化に
関する調査、卸売業者や仲卸業者の経営体質強化に関する調査などを多数実施するとともに、地
方公共団体からも同種の委託事業を多数実施してきており、卸売市場における様々なテーマに関
する現状分析や検討に必要なノウハウの蓄積量は、比類ないものと認められる。
　 （３） また、最近の実績として、平成16年度の農林水産省委託事業である新たな卸売市場整備
基本方針策定のために特に緊急性の高かった卸売市場の再編・統合のあり方、卸売市場の適正
な施設規模の算定に必要となる基準値のあり方に関する調査を行い、そのとりまとめ結果は、平
成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第８次卸売市場整備基本方針及び同方針に
基づき平成17年3月に策定された施設規模の算定基準に反映されたとことろである。
さらに、同方針及び同方針に基づいて中央卸売市場の開設者が策定する業務規程の運用に今後
参考となる品質管理の高度化への対応状況、ＩＴ・物流技術の進展等への対応状況に関する調査
も行い、国の政策立案に重要な役割を果たしている。
  （４） 当局が実施する平成17年度委託事業の内容は、平成16年度事業で得られた成果（第８次
卸売市場整備基本方針等への反映）の検証（第８次卸売市場整備基本方針の実施状況調査）と
いう、実質的な（前年度からの）継続事業であり、したがって、当センターによる前年度までの委託
事業実績が不可欠である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 15 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

83
（社）食品流通システム
協会

卸売市場整備新基本方針実施
状況実態調査委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省総合食料局
長　村上　秀徳　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年7月27日 4,000,000

（１）　本事業においては、平成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第８次卸売市場
整備基本方針に対する取組状況や地方卸売市場等における先進的な取組事例等についての実
態調査を行い、そのモデル事例をとりまとめ、全国の中央卸売市場に周知することにより、取組の
遅れている市場の「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの速やかな転換と卸・仲卸業者の経
営基盤の強化による卸売手数料の弾力化に向けた円滑な移行を図ることとしている。
　（２）　このため、事業の実施に当たっては、出荷者から卸売市場関係業者及び量販店等小売業
者まで網羅的に調査を行うとともに、必要に応じて検討委員会を開催し、蓄積された情報を基に調
査結果を的確かつ速やかに整理分析することが必要である。
　（３）　これを行政自らが行うことは、多大な人的、物的コストが必要となるので適当でなく、また、
結果の整理分析に当たっては、当該分野に関する豊富な知見とデータの蓄積及び分析のノウハ
ウを有する者が行うことが効率的である。
　（４）　ついては、下記の理由から、社団法人食品流通システム協会が市場外流通における取組
事例の調査を行うのに最も適した委託先であるため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随
意契約により委託するものとする。
（理由）
　 （１） 社団法人食品流通システム協会は、食品産業・流通業界の主導により昭和４８年の創立以
来、生鮮食品の低温流通を主体とした効率的な流通システムの整備を図り、食品の計画的・安定
的な供給と国民の健康水準の向上を目的に、国や地方自治体、公益法人から生鮮食品等の流通
システムの整備に関する調査・研究等を行ってきている。
また、２０年以上にわたり開発途上国の政府及び流通業界に対し、食品流通に係る施設整備、安
全性及び品質管理等食品流通の近代化に資する技術的な分析を行うなど調査・研究機関として
評価を得ている。
　 （２） 食品流通の分野においては、「ＷＥＢ－ＥＤＩとＳＣＭ手法の導入による青果物の産地消費
地間の一元的な流通効率化の推進」、「多様な荷役条件下にある農家・産地の小口集配送作業の
省力化のため車載小型フォークリフトの開発とその利用システムの開発」、「市場流通における低
コストかつ適正な鮮度・品質管理を行うための一体的なシステムの構築」、「低温物流コストの低減
及び省エネルギーを図るための流通段階別の鮮度・品質管理の調査」、「食品流通におけるのＥＤ
Ｉの活用、異業種との連携による情報ネットワークの形成による新たなビジネスモデルの開発」等の
を行ってきた。
 さらに、その蓄積されたノウハウを活用することにより、開発途上国の「食品トレーサビリティ実態
調査」、「農畜産物等長距離鉄道輸送技術調査」等の事業も行うなど、食品流通全般における物
流の合理化や品質管理等に関するノウハウに精通し、その蓄積量は比類ないものと認められる。
また、同協会には、会員として、加工、卸、物流及び商社等、卸売市場以外の流通業者が多数所
属しているところである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

84 （社）家畜改良事業団 牛肉トレーサビリティ業務委託費

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

平成17年4月1日 219,651,000

　本委託費は、牛肉の流通過程において個体識別番号の伝達が適切に行
われているか否かを確認するために、と畜場において採取したサンプルと
牛肉販売店において採取した検査用サンプルのＤＮＡの同一性を鑑定する
ものであり、照合用サンプルを保管しているのは、（社）家畜改良事業団の
みであるため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

85
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

高病原性鳥インフルエンザ感染
経路究明研究委託事業

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

平成17年9月26日 5,000,000

　本事業は「食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
家きん疾病小委員会」において高病原性鳥インフルエンザの今後の発生
予防、まん延防止に資するためにも感染経路を早急に究明すべきとの結
論を踏まえ、緊急に行うこととした。
　本事業を緊急に実施するためには、別途設置された「感染経路究明チー
ム」の西藤委員、志村委員が所属している独立行政法人動物衛生研究所
のみでしか対応ができないため、会計法第２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

86
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

高病原性鳥インフルエンザ防疫
緊急総合対策事業

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

平成18年1月16日 23,000,000

　高病原性鳥インフルエンザの発生・まん延防止対策に必要な国内におけ
るサーベイランス及び発生時等に備えた検査体制の強化を緊急に行うた
め、これに必要な寒天ゲル内沈降反応検査資材の製造を緊急かつ大量に
製造できるのは、我が国において独立行政法人農業・生物系特定産業技
術研究機構動物衛生研究所であるため、会計法第２９条の３第４項に該当
する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

87
独立行政法人水産総合
研究センター

承認された水産用医薬品の承認
対象目間の残留検証事業費

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

平成17年8月18日 8,484,000

本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、水産用医薬品に関する知見
及び実施体制を有している必要があり、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。

その他のもの ― １７年度限り
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88
独立行政法人水産総合
研究センター

貝毒安全対策事業費

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

平成17年8月9日 4,385,000

本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、貝毒に関する知見及び実施
体制を有している必要があり、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

89 （財）食品産業センター
生産情報公表ＪＡＳ規格認定促
進事業費

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

平成17年8月23日 17,782,000

　 本事業については、それぞれの食品の特性に精通し、トレーサビリティ
等に関する専門的な知見を有する公平な第三者によりおこなわれることが
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財団法人食品産業センター以外にはなく、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。

その他のもの ― １７年度限り

90 （社）日本農林規格協会
加工食品生産情報調査検討事
業費

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

平成17年8月19日 8,625,000

　 本事業については、ＪＡＳ制度、特に生産情報公表ＪＡＳ規格に深い見識
を有している公平な第三者によりおこなわれることが必要であり、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
社団法人日本農林規格協会以外にはなく、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

91
（社）日本水産資源保護
協会

貝毒安全対策事業費

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

平成17年8月9日 3,507,000

本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、貝毒に関する知見及び実施
体制を有している必要があり、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（社）日本水産資源保護協会以外に
なく、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

92 （社）日本農林規格協会 新ＪＡＳ制度普及展開推進事業

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

平成17年9月8日 8,930,000

　本事業については、農林物資の製造事業者等に対する普及啓発の実績
とＪＡＳ制度等に深い知見を有していることが必要であり、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、社団
法人日本農林規格協会以外にはなく、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

93
独立行政法人農林水産
消費技術センター

輸入農産物リスク管理対策事業
費

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

平成17年10月20日 15,044,200

本事業については、輸入農産物のリスク管理について深い見識を有してい
る公平なる第三者により行われることが必要であり、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
人農林水産消費技術センター以外になく、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。

その他のもの ― １７年度限り

94 （社）全国食肉学校 牛肉トレーサビリティ業務委託費

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

平成18年3月16日 13,565,000

本事業は食肉全般にわたる関連法規及び基礎知識並びに処理、加工等
に関する基本的技術を習得している公平な第三者によりおこなわれること
が必要であり、委託先を公募（企画競争）したところ、応募者がなかったた
め、このような条件を満たしている（社）全国食肉学校に委託することが最
も適当であり、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

95
（財）日本食品分析セン
ター

有害物質リスク管理等委託事業
（食品加工・流通段階）

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

平成17年10月14日 14,335,776
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無かった
ことから、予決令第９９条の２に該当するため。

その他のもの ― １７年度限り

96
（財）日本食品分析セン
ター

有害物質リスク管理等委託事業
（総水銀及び総ヒ素の実態調査）

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

平成17年12月16日 32,129,727
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無かった
ことから、予決令第９９条の２に該当するため。

その他のもの
―
（引き続き一般競争入札を実
施）
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97
（財）日本食品分析セン
ター

有害物質リスク管理等委託事業
（ダイオキシン類の実態調査）

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

平成17年12月16日 14,103,400
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無かった
ことから、予決令第９９条の２に該当するため。

その他のもの
―
（引き続き一般競争入札を実
施）

98 （社）日本食肉格付協会 牛肉トレーサビリティ業務委託費

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

平成17年4月1日 302,136,000

本委託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続き等
に要する期間、全国のと畜場からサンプル採取が実施できなくなり、牛肉ト
レーサビリティ法の趣旨である消費者の信頼確保にも影響が及ぶことが懸
念されるので、これまでに実績があり、実施体制を年度当初から整備でき
る（社）日本食肉格付協会が行うことが適当であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

99
（社）日本水産資源保護
協会

養殖衛生対策センター事業費

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

平成17年4月28日 98,640,000

本事業は、健全で安心な養殖魚の生産に寄与し、食の安全・安心確保に
資することを目的とし、委託先機関には、①養殖衛生に関する知見の蓄積
及び分析・評価能力、②魚病に関する知見の蓄積及び分析・評価能力、③
国内外の魚病情報の収集・分析・伝達能力、④養殖衛生管理技術者等の
育成能力、⑤都道府県、漁業団体との連携が条件として求められるが、こ
れら条件をみたすものは（社）日本水産資源保護協会のみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

100
独立行政法人水産総合
研究センター

魚類防疫技術対策事業費

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

平成17年5月19日 33,677,000

本事業では、コイヘルペスウイルス病の確定診断を実施することとしている
が、現時点では、都道府県からの要請に応じて確定診断を実施できる機関
は、独立行政法人水産総合研究センターの一機関である養殖研究所に限
られている。また、独立行政法人水産総合研究センターは、ＯＩＥ（国際獣疫
事務局）のマダイイリドウイルス病のリファンレンスラボラトリーとして、加盟
国からの依頼検査を行う世界唯一の機関である。これらの理由により競争
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

101
（財）日本食品分析セン
ター

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　中川　坦　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年6月30日 3,923,000

　我が国において問題となっている貝毒は複数の毒成分からなるが、これ
ら毒成分からアプローチする調査・研究においては、成分分析のための毒
成分の標準品が不可欠であり、本事業においてその標準品の製造を行っ
ているところである。
　現在、国内において、当該毒成分を抽出し標準品を製造できる機関は、
貝毒の世界的権威である安元博士が所属する（財）日本食品分析センター
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

102
独立行政法人農林水産
消費技術センター

ＪＡＳ規格等検査・分析手法妥当
性確認事業費

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

平成17年7月15日 16,971,000

　本事業は、ＪＡＳ規格見直しにおいて国際的により信頼性の高い分析・サ
ンプリング手法等を規格に採用するため、定義に関わる分析手法の妥当
性確認や合理的な分析手法を科学的データに基づき選定するための調
査・検討を行うものである。
　委託先機関には、①ＪＡＳ規格制度や対象品目に対する科学的知見を有
すること　②化学分析施設を備えていること　③国家規格であるＪＡＳ規格
の策定・見直しに関わることから厳格な中立公正性が必要であることが求
められるが、これらの条件を全て満たすものは、独立行政法人農林水産消
費技術センターのみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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103
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

人畜共通感染症等危機管理体
制整備調査等委託費

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

平成17年7月15日 58,287,000

家畜伝染病予防法においては、家畜の伝染性疾病のまん延防止の観点
から、病原体を適切に取り扱える施設や設備を有し、かつ適切に実施でき
る体制を有する農林水産大臣の指定した学術研究機関にのみ病原体の家
畜への接種試験が認められており、海外悪性伝染病については、独立行
政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所にのみ家畜
への接種試験が認められている。（動物衛生研究所以外の試験研究機関
において、口蹄疫、牛疫等の家畜への接種試験が行われた場合、発生と
して取り扱われ、直ちに法に基づくまん延防止措置が講じられることとな
る。）
動物衛生研究所は、政府のリファレンス研究所として多岐にわたる病原体
並びに検査に対応できる高い技術、施設及び豊富な知識を有し、法に基づ
き海外悪性伝染病の家畜への接種試験が許可された唯一の試験研究機
関であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

104
独立行政法人水産総合
研究センター

養魚用飼料の安全性向上対策
事業費

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

平成17年7月13日 16,253,000

本事業では特定の有害物質の養殖魚への影響の解明や飼料中の有害物
質許容基準の作成を目的とした飼育試験、供試魚への残留濃度の分析及
び生理学的な調査分析等を行っており、魚類の餌料や養殖に関する専門
的知識及び技術力を持ち、かつ多様な養魚の生理学的な特性、魚類中の
対象有害物質特性、天然魚における有害物質含有量の実態等の評価を
行うことができ、さらに淡水産魚介類と海産魚介類双方を対象とする養殖
研究を同一の機関で行うことができるのは独立行政法人水産総合研究セ
ンターのみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

105
独立行政法人農林水産
消費技術センター

国際規格対応強化・体制整備事
業費

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

平成17年8月22日 9,392,000

本事業は、食品規格委員会（コーデックス委員会）及び国際標準化機構（Ｉ
ＳＯ）で検討されている国際食品規格案についての検討、コーデックス及び
ＩＳＯの国際会議への出席等を行うものである。農林水産消費技術センター
はコーデックスのシステムを熟知しており、規格案及び分析法の策定を効
果的・効率的に行うことのできる唯一の機関であるとともに、ＩＳＯの食品に
関する専門委員会の日本における唯一の会員組織として登録されている
ことから、農林水産消費技術センターに委託することが最も適当であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

106
（財）畜産生物科学安全
研究所

動物用医薬品使用基準設定等
委託費

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

平成17年8月9日 92,040,000

本委託費は、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度に対応するため、薬
事法に基づく動物用医薬品の使用基準について、見直し等の所要の手続
きを行うことを目的とし、家畜を用いた動物用医薬品の残留試験等を実施
することとしている。試験の実施に当たっては、「動物用医薬品の安全性に
関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」に対応した試験機関にお
いて、「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」に基づき厳密に
実施することが必要である。さらに、本事業における調査の対象となる牛、
豚等を用いた試験を常時実施しており、動物用医薬品の分析についての
高い技術水準及び豊富な経験を有している機関であることが必要であり、
これらの条件を全て満たすのは、（財）畜産生物科学安全研究所のみであ
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

107
（財）日本食品分析セン
ター

飼料の有害物質等残留基準設
定等委託費

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

平成17年8月5日 50,000,000

平成１８年５月のポジティブリスト制度の導入に対応するためには、飼料中
の農薬の分析法の検討を早期に着手・完了することが不可欠である。本委
託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続き等に期
間を要するとともに農薬の標準品の入手等に長い期間を要するため、飼料
中の農薬の分析法の開発が可能であり、共同試験が実施可能な機関は
（財）日本食品分析センターのみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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108 （社）日本科学飼料協会
飼料の有害物質等残留基準設
定等委託費

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

平成17年8月9日 201,678,000

平成１８年５月のポジティブリスト制度の導入に対応するためには、基準設
定の基礎データとなる家畜への移行試験（飼養試験）を早期に着手・完了
することが不可欠であるとともに、多くの飼料製造実態を把握する必要が
ある。本委託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続
き等に期間を要するとともに飼養試験に用いる農薬の入手についても長期
間を要するため、飼養試験を完了することが不可能となる。このため、本委
託費の契約の相手方は、飼養試験の実績や飼料製造に関する豊富な知
見を有している機関である必要があり、これらの条件を全て満たすのは
（社）日本科学飼料協会のみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

109
（社）日本動物用医薬品
協会

動物用医薬品承認・許可基準普
及委託費

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

平成17年12月1日 7,946,000

　本委託事業により、製造所の認定、製造所における動物用医薬品ＧＭＰ
（動物用医薬品の製造管理又は品質管理の基準：承認要件）への適合性
の調査等のガイドラインを作成し、その英訳版等を外国の製造業者に示す
ことにより、既に施行されている承認・許可手続きの円滑な運用を早急に
行う必要がある。このガイドラインをより実態を踏まえた実効性のあるもの
とするため、動物用医薬品の製造に精通し、それに関して深い知識経験を
有するのは、（社）日本動物用医薬品協会のみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

110
（財）畜産生物科学安全
研究所

動物用医薬品等安全性及び有
用性確認調査委託費

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

平成17年12月26日 21,928,000

本委託費は、動物用医薬品等について、安全性及び有用性等に疑義が生
じた場合に各種試験を行い、その動物用医薬品等が家畜に及ぼす影響、
畜産物への残留性等を調査し、安全性及び有用性等を確認することを目
的としている。試験の実施に当たっては、「動物用医薬品の安全性に関す
る非臨床試験の実施の基準に関する省令」に対応した試験機関におい
て、「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」に基づき厳密に実
施することが必要である。さらに、本事業における調査の対象となる牛、豚
等を用いた試験を常時実施しており、動物用医薬品の分析についての高
い技術水準及び豊富な経験を有している機関であることが必要であり、こ
れらの条件を全て満たすのは、（財）畜産生物科学安全研究所のみであ
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

111 （社）日本くん蒸技術協会 農薬残留分析・調査業務請負

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月25日 10,785,320

多種多様な農産物をくん蒸する必要性があることから、くん蒸施設を有し、
かつ劇毒物を扱うための十分な知識を有している者でなければ実施は不
可能である。
よって、（社）日本くん蒸技術協会と会計法第29条の3第4項に基づき随意
契約により契約を締結する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

112
独立行政法人通関情報
処理センター

PQ-NETWORKホスト間接続確認
試験

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年8月15日 1,347,466

　PQ-NETWORKの改変に伴い、各省庁のシステムを連携させるためのイ
ンターフェースシステムのソフトウェアを改変したが、他省庁システムを含
めた全体への影響を確認するための試験を行う必要がある。当該試験の
うち（独）通関情報処理センターが行う試験費用は、平成17年2月12付けで
行われた他省庁打合せに基づき、植物防疫所が負担することとされてお
り、競争を行うことが不可能である。よって会計法第29条の3第4項に基づ
き随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

113 （社）日本くん蒸技術協会 農薬残留分析・調査業務請負

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成18年1月6日 8,140,704

多種多様な農産物をくん蒸する必要性があることから、くん蒸施設を有し、
かつ劇毒物を扱うための十分な知識を有している者でなければ実施は不
可能である。
よって、（社）日本くん蒸技術協会と会計法第29条の3第4項に基づき随意
契約により契約を締結する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

114 成田国際空港（株） 第１旅客ビル空気調和等需給料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 4,833,996

成田国際空港第1旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約
については、施設を所有する成田国際空港（株）が供給を行うものであり、
契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計29の3第4項に基づき随意契約により契
約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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115 成田国際空港（株）
第１旅客ターミナルビル（新館）
受変電施設等使用料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 4,262,086

成田国際空港第1旅客ターミナルビル（新館）の受変電施設等については、
施設を所有する成田国際空港（株）が保守等を行うものであり、契約の性
質及び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

116 成田国際空港（株） 第２旅客ビル空気調和等需給料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 6,794,316

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約
については、施設を所有する成田国際空港（株）が供給を行うものであり、
契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

117 成田国際空港（株）
第２旅客ターミナルビル受変電
施設等使用料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 3,020,370

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設
を所有する成田国際空港（株）が保守等を行うものであり、契約の性質及
び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

118 成田国際空港（株） フライト情報提供料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 3,137,400

成田国際空港（株）が設置するビデオ設備を使用し、同社からのフライト情
報の提供を受けるものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争
を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

119 成田国際空港（株）
成田国際空港南部第２官庁ビル
賃貸借料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 38,773,344
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

120 成田国際空港（株）
成田国際空港南部第２官庁ビル
管理費

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 11,321,796
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

121 関西国際空港（株）
関西国際空港地内官庁合同庁
舎敷地賃貸借料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 22,895,493
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

122 関西国際空港（株）
関西国際空港地内CIQ事務棟敷
地賃貸借料

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 5,053,691
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

123 関西国際空港（株）
関西国際空港地内官庁合同庁
舎共益費

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 6,978,972
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

124 関西国際空港（株）
関西国際空港地内CIQ事務棟共
益費

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 1,221,900
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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125 関西国際空港（株）
関西国際空港旅客ターミナルビ
ル管理費及び空調費

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長
奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 2,184,192
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

126 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機保守業
務

支出負担行為担当官
動物医薬品検査所長
牧江　弘孝
（東京都国分寺市戸倉１
－１５－１）

平成17年4月1日 2,480,940

　当所に設置する電子複写機３台は、当該契約の相手方製品であるため、
故障時等においてメーカー以外の他社が修繕等を行うことは困難であり即
座に対応することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

127
富士通エフ・アイ・ピー
（株）

平成１７年度情報ネットワーク機
器等保守請負業務

支出負担行為担当官
動物医薬品検査所長
牧江　弘孝
（東京都国分寺市戸倉１
－１５－１）

平成17年4月1日 1,162,770

　当所に設置する情報ネットワーク機器は、当該契約の相手方が製造・導
入したものであるため、故障時等の修繕及びメンテナンス等をメーカー以
外の他社が行うことは困難であり即座に対応することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

128 富士ゼロックス（株） 複写機保守

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 2,310,610

複写機は、機種ごとに特有の内部機構を有するため、その保守には専門
性が必要であり、また製造メーカー以外の業者では故障時に的確な対応
ができないなど排他性を有することから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

129 （社）日本科学飼料協会
初生ひなを用いた抗菌性物質残
留分析試験

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成18年3月17日 1,762,950
当該残留分析試験を行うことが可能なのは、当法人のみであることから、
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

130 成田国際空港（株）
建物賃貸借料（南部第２官庁ビ
ル）

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 14,219,880
動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4
項に基づき随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

131 関西国際空港（株） 土地賃貸借料（官庁合同庁舎）

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 4,185,993
動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4
項に基づき随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

132 関西国際空港（株） 土地賃貸借料（ＣＩＱ事務棟）

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 3,547,784
動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4
項に基づき随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

133 関西国際空港（株）
土地賃貸借料（輸入犬検疫施
設）

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 6,878,475
動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4
項に基づき随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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件数 所管公益法人等の名称
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134 関西国際空港（株）
土地賃貸借料（霊長類及び特殊
動物舎）

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 9,757,500
動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4
項に基づき随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

135 成田国際空港（株） フライト情報提供料

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 4,120,200

成田国際空港（株）が設置するビデオ設備を使用し、同社からのフライト情
報の提供を受けるものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争
を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

136 成田国際空港（株）
第１旅客ターミナルビルの受変
電施設等使用料

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 3,845,478

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設
を所有する成田国際空港（株）が保守等を行うものであり、契約の性質及
び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

137 成田国際空港（株）
第２旅客ターミナルビルの受変
電施設等使用料

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 4,264,053

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設
を所有する成田国際空港（株）が保守等を行うものであり、契約の性質及
び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

138 成田国際空港（株） 第１旅客ビル空気調和等需給料

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 5,250,756

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約
については、施設を所有する成田国際空港（株）が供給を行うものであり、
契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

139 成田国際空港（株） 第２旅客ビル空気調和等需給料

支出負担行為担当官
動物検疫所長
須永　裕
（横浜市磯子区原町11
－１）

平成17年4月1日 7,068,156

成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約
については、施設を所有する成田国際空港（株）が供給を行うものであり、
契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。
よって、成田国際空港（株）と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約に
より契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

140 富士ゼロックス（株） 複写機保守業務

契約担当官
動物検疫所成田支所長
吉村　史朗
（成田市古込字古込1-
1）

平成17年4月1日 3,672,876

複写機は、機種ごとに特有の内部機構を有するため、その保守には専門
性が必要であり、また製造メーカー以外の業者では故障時に的確な対応
ができないなど排他性を有することから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

141 関西国際空港（株）
成田国際空港内における電気・
上下水・中水・温水・冷水・高温
水及び厨房排水の需給契約

契約担当官
動物検疫所成田支所長
吉村　史朗
（成田市古込字古込1-
1）

平成17年4月1日 12,815,219
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

142 関西国際空港（株） 設備保守委託費（地方合庁）

契約担当官
動物検疫所関西空港支
所長
浅香　俊雄
（泉南郡田尻町泉州空
港中１番地）

平成17年4月1日 1,787,184
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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143 関西国際空港（株） 空調費及び管理費（ＰＴＢ）

契約担当官
動物検疫所関西空港支
所長
浅香　俊雄
（泉南郡田尻町泉州空
港中１番地）

平成17年4月1日 2,249,604
当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

144 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機の保守契約
･Docu　Centre　719

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年4月1日 3,042,561

当該保守業務については、機器を細部にわたり熟知しており、修理等の各
サービスについて迅速に対応できる者と契約する必要があるが、その条件
を満たして居る者は、当該機の製造販売元である富士ゼロックス（株）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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

145
（社）全国農業改良普及
支援協会

農業機械利用体系確立技術協
力促進委託事業

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

平成17年5月31日 7,432,000

本事業については、アフリカの３ヶ国（タンザニア、ザンビア、ガーナ）を対
象に３年間にわたって、我が国が実施する農業機械利用体系に関する技
術協力指針の策定のための調査を実施し、本年度は、対象地域の技術協
力指針を策定するという継続的性格を有している。このような中で、当該協
会以外の者が本事業を実施した場合には、過去２年間の知識と経験を活
用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較し
て、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付すること
が不利と認められることから会計法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

146
（社）全国農業改良普及
支援協会

持続的農業技術協力効率化委
託事業

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

平成17年5月31日 9,223,000

本事業については、アジアの４ヶ国（カンボジア、ラオス、バングラデシュ、
スリランカ）を対象に３年間にわたって、我が国が実施する持続的農業に関
する技術委協力指針の策定のための調査を実施し、本年度は、対象地域
の技術協力指針を策定するという継続的性格を有している。このような中
で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、過去２年間の知識
と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場
合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に
付することが不利と認められることから会計法２９条の３第４項に該当す
る。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

147
（社）日本草地畜産種子
協会

 草地の地球温暖化防止機能調
査委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月31日 10,000,000

本事業については、平成14年度から平成17年度までの４ヶ年で「草地」の
地球温暖化防止機能の解明を目的に実施する調査であり、本年度は、平
成14年から実施していた研究調査の継続と調査結果の取りまとめ等を行う
という継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本
事業を実施した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるととも
に、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間
の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められるこ
とから会計法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

148
（社）日本草地畜産種子
協会

草地開発整備事業計画設計基
準改定調査委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月31日 8,900,000

本事業については、平成１６年から平成１８年までの３カ年で、「草地開発
整備事業計画設計基準第４回改訂版の発行作業を行うものであり、本年
度は、改訂要望調査、畜産環境整備事業調査及び学識経験者の研究成
果等を踏まえ、設計基準改訂版の素案を作成するという継続的性格を有
する事業である。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した
場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協
会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の
節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法２９
条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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149
（社）日本草地畜産種子
協会

環境調和型草地開発整備手法
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　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月3日 6,000,000

本事業については、平成１３年度から平成１７年度までの５カ年計画で環
境と調和する草地開発整備手法の検討を行う調査であり、本年度は、前年
度に行った調査の補完と今後発行予定の改訂版の整理を行うという継続
的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施
した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当
該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経
費の節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計
法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

150
（社）日本草地畜産種子
協会

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　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月14日 3,000,000

本事業については、平成１６年より１７年までの２カ年で「酪農の尿、スラ
リー処理・利用技術編」を策定する調査であり、本年度は、平成１６年度に
実施した調査の補完及び調査結果の取り纏めを行うという継続的性格を
有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合
には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以
外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約
が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法２９条の
３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

151
（社）農林水産先端技術
産業振興センター

審査基準国際統一委託事業

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

平成17年6月16日 9,023,000

本事業の対象植物である「ばれいしょ、はくさい、キウイフルーツ、マーガ
レット、オランダかいう」についての我が国の審査基準を国際的に使用され
ている基準に統一する場合の審査方法等について、国内においては、当
協会が新品種の開発及び保護に関する調査研究を行っており、ＵＰＯＶ（植
物新品種国際同盟）の制度及びＵＰＯＶ審査指針の内容を熟知し当事業を
実施する能力を有している。また、当協会は、試験場で様々な分野におい
て研究実績をあげた職員が多く在籍し、幅広い分野の植物に対応が可能
であり、ＵＰＯＶテストガイドライン（審査基準）の作成に携わった経験を持つ
職員が在籍しており、ＵＰＯＶ制度を熟知していることから、審査基準国際
統一という事業を実施できる唯一の協会のため会計法２９条の３第４項に
該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

152
（社）農林水産技術情報
協会

種苗特性分類調査委託事業

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

平成17年6月14日 1,466,000

本事業については、調査対象植物である「ポリスキアス、バリフォリアナ及
びウェイゲラ」を栽培し、観察できる環境が整っていること等事業を実施す
るために必要な条件を備えていないと事業目的を達成出来ない。事業実
施にあたり、当協会以外に調査対象の植物を研究対象としている試験場
は日本には無く、また、栽培している植物園も無いこと等から、競争を許さ
ないため会計法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

153 （財）農産業振興奨励会

農林水産業・食品産業における
アスベスト使用実態調査分析委
託事業（米麦等乾燥調製施設調
査及び分析等）

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成18年2月7日 2,800,000

本事業については、米麦等乾燥調整施設の構造に関する情報を迅速に把
握し、吹き付けアスベストの使用箇所等について技術的な分析が必要であ
り、施設の構造に関する専門的な知見と実績等を要する者でないと事業目
的を達成できないことから、会計法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

154 （財）日本花普及センター
東南アジアにおける日本花き輸
出戦略調査等委託事業

支出負担行為担当官
農林水産省生産局長
西川　孝一
（東京都中央区東日本
橋３－６－１７）

平成17年11月24日 5,256,000
本事業については、海外での花きの展示事業の実績、国際対応の調査の
実績があること等事業を実施するために必要な条件を備えていないと事業
目的を達成出来ないことから、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

155 （社）日本生糸問屋協会
蚕糸業需給・価格動向調査委託
事業

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

平成17年6月7日 2,045,000

本調査は、蚕糸対策の円滑な実施に不可欠な基礎データを得るために実
施されているだけでなく、蚕糸業経営安定対策要綱に基づく取引指導繭価
等の設定時の基礎資料としているところであり、個々の業者のデータは経
営上の事項を反映しており、そのデータについても生糸流通業者の上部団
体である当該協会を通じないと収集できないことから、会計法２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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156 （財）日本花普及センター
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　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年10月31日 4,832,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人日本花普
及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２９条の３第４
項に該当するため。

その他のもの

―
（１７年度は企画競争を実
施。１８年度から一般競争入
札に移行）

157 （財）日本花普及センター
国際園芸博覧会出展参加委託
事業

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成18年2月10日 6,005,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人日本花普
及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２９条の３第４
項に該当するため。

その他のもの
―
（引き続き企画競争を実施）

１８年度限り

158
（社）農林水産先端技術
産業振興センター

育成者権戦略的取得・活用支援
委託事業

支出負担行為担当官　
農林水産省生産局長　
西川　孝一　　　　（東京
都千代田区霞が関１－
２－１）

平成17年8月4日 10,031,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結果、社団法人農林水産
先端技術産業振興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２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（１７年度は企画競争を実
施。１８年度から一般競争入
札に移行）

159
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度農村生活総合調査
研究委託事業
一式

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

平成17年4月27日 47,449,000

　本事業は、普及事業の高度化に即した調査研究の充実等を図るため、
農村生活及び社会環境の改善向上に関する総合的な調査研究を実施す
るものである。本事業を的確かつ効率的に実施するためには、①各研究領
域において、農村生活、農業経営、農村環境の整備・保全等幅広い視点
からの分析・考察が可能な研究者を擁する機関、②男女共同参画の推
進、高齢者の能力活用、子育てしやすい環境づくり等の諸問題について、
農村地域活性化に向けた研究領域で一貫した分析・考察するための研究
人員を擁する機関、③学会への報告等、分析・考察能力の優れた研究者
を擁している機関、④行政機関・普及組織との連携・協力関係が構築され
コーディネート機能を発揮して生産現場に普及を図る能力を有する機関と
いう要件を満たす必要があり、独立行政法人農業工学研究所は、農村生
活研究の中核的担い手が集積しており、農村生活環境整備に関する知見
やコミュニティ研究等、農村の地域計画に関わる豊富な研究実績を有し
て、行政部局・普及との密接な連携を図っていることから、研究成果の普及
現場へのフィードバック効果が高いと考えられる。このため、要件の①から
③の掲げた研究実施のために必要な能力と、④に掲げた行政・普及との
連携・協力体制の構築によるコーディネート機能の双方を有する機関は、
本研究所以外になく、他の機関が実施するには、新たなコスト増を招くこと
になることから、本事業を的確かつ効率的に実施できる唯一の機関として
認められるため、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

160
（社）全国農業改良普及
支援協会

平成１７年度革新的農業技術習
得研修委託事業
一式

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

平成17年5月27日 3,418,000

　最先端の革新的農業技術に関する知識や情報を普及指導員に習得させ
る研修の研修ニーズ調査については、普及現場に精通していることが必要
となるが、普及活動に関する調査研究及び各都道府県の普及職員との連
携・調整において十分な実績がある機関は、(社)全国農業改良普及支援
協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

161
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

平成１７年度革新的農業技術習
得研修委託事業
一式

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

平成17年6月3日 24,874,000

　最先端の革新的農業技術に関する知識や情報を普及指導員に習得させ
る研修の実施については、各研修課題について専門的に研究を実施して
おり実習等の設備が整っていることが必要となるが、この研修について効
率的に実施できる機関は、（独)農業・生物系特定産業技術研究機構以外
になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 26 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

162 （財）農政調査会
平成１７年度農地制度資料編さ
ん委託事業
一式

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

平成17年6月14日 2,801,000

　この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識が必要
であるが、（財）農政調査会はその知識を有する者を組織することができ、
また、昭和41年より継続して同事業を受託していることから、内容の一貫
性、連続性を確保することができる。よって、他に同事業を実施できる団体
はなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

163 （財）農政調査会

平成１７年度農地の権利移動・
転用規制の合理的な調整方策
等に関する調査研究委託事業
一式

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

平成17年6月14日 2,804,000

　この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識と農村
現場における実態調査のノウハウ、さらに研究委員会を組織する能力が必
要であるが、それらの条件を満たす団体は（財）農政調査会以外にはなく、
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

164
（社）全国農業改良普及
支援協会

平成１７年度普及職員自己研修
支援体制整備調査等委託事業
一式

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

平成17年6月22日 6,054,000

　普及職員の自己研修を支援するための検討や普及事業に関する文献の
調査等の実施に当たっては、普及事業に関する専門知識及び文献の出
版・所蔵等に関する情報を有していることが必要となるが、これら双方を有
し、当該事業の円滑かつ適切な実施が確保できる体制が構築されている
のは（社）全国農業改良普及支援協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

165
（財）農林水産長期金融
協会

平成１７年度担い手農業者資金
借入動向等調査委託事業一式

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

平成17年7月1日 4,619,000

本事業は、担い手農業者資金制度の見直し検討の判断に資することを目
的として、認定農業者等の資金の借入の実態、借入動向、経営管理の実
態等を調査・分析を行うものである。事業の実施のためには、調査の対象
としている認定農業者等を把握する必要があるが、農林水産省も利子補
給を受けている個別の認定農業者等を把握しておらず、委託先である農林
水産長期金融協会は認定農業者向け資金の利子助成を行っている唯一
の団体であるため、この利子助成事業を通じて調査対象である全国の認
定農業者等の動向について把握している。このため、当該事業について担
い手農業者制度資金の運用改善等に必要な判断資料を提供できる団体
は（財）農林水産長期金融協会以外にないので、会計法第２９条の３第４項
に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

166 （財）農政調査会
平成17年度農業経営基盤強化
措置状況調査委託事業

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

平成17年6月14日 3,411,000

　この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識と農村
現場における実態調査のノウハウ、さらに研究委員会を組織する能力が必
要であるが、それらの条件を満たす団体は（財）農政調査会以外にはなく、
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

167
（社）全国農業改良普及
支援協会

平成17年度農業改良資金制度
運営推進委託事業

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

平成17年5月25日 55,230,000

農業改良資金の適切な資金管理と有効活用情報の収集・提供に当たって
は、同資金及び普及事業に係る専門的知見が必要となるが、これら双方を
有し、当該事務について円滑かつ適切な実施が確保できる体制が構築さ
れているのは(社)全国農業改良普及支援協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

168
（社）全国農村青少年教
育振興会

平成１７年度就農支援資金制度
運営推進委託事業

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

平成17年11月21日 10,280,000

就農支援資金の適切な資金管理と就農状況等追跡調査・利用促進活動に
当たっては、制度運営に精通しかつ現場での実態について知見を有する
者に行わせる必要があるが、（社）全国農村青少年教育振興会は、制度創
設以降の継続的な資金管理データを有しかつ就農支援資金と新規就農双
方の専門的な知見を有しており、本委託事業を一体的に的確かつ効率的
に実施することができる唯一の委託先と認められ、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
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（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

169
（社）日本動物用医薬品
協会

平成17年度家畜共済診療点数
表付表薬価基準表改定調査委
託事業

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年６月９日 7,363,000

本業務は、今後１年間の
①　全国の農業共済団体等で使用される動物用医薬品選定の基礎資料と
なること
②　加入農家への支払共済金（病傷給付）の算定根拠の基礎資料となるこ
と
から、委託先の選定に当たっては、
①　特定の製薬会社の利益に資することのないようにすること
②　適確な薬価の調査が確実に担保されること
が家畜共済事業の適正な運営を確保する上で必要不可欠である。
また、本業務は、
①　医薬品について専門的な知識を持ち薬事関係法規に精通している必
要がある
②　動物用医薬品の流通、価格の変動等情報収集に精通している必要が
ある
③　医薬品の申請価格等の比較、調整、申請内容等の点検、整理をするこ
とにより、適正な価格の検討を行う能力を有している必要がある
④　動物用医薬品の製造販売会社の協力が必要不可欠である
が、これらの専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は社団法人日
本動物用医薬品協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

170 （社）日本施設園芸協会
平成17年度園芸施設共済の評
価基準に関する調査委託事業

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年６月17日 4,296,000

　この調査は、園芸施設共済の引受けに係る特定園芸施設及び附帯施設
の評価額をこれらの施設の開発改良、価額改定等の実勢を反映した適正
なものとし、また、これらの施設に発生した損害を適正に評価するための損
害評価基準を作成するための検討資料を得ることを目的とするものであ
る。
　当該調査を最も効率的に実施するためには、特定園芸施設の構造及び
施工法、構成資材の内容等に関する専門的知識を有し、かつ、全国の特
定園芸施設等を販売する法人から販売する園芸施設に関する価格等の情
報を総合的に得ることが必要である。
  社団法人日本施設園芸協会は、正会員（園芸資材メーカー、販売会社）７
６社及び賛助会員（正会員以外の団体、法人）１９団体等を擁し、施設園芸
経営及び施設園芸資材に関する調査研究、資材の普及に資するための情
報活動並びに施設園芸団地の造成計画、設計、経営技術等のコンサルタ
ント活動を行っている国内で唯一の団体である。
  園芸資材メーカー、販売会社等がそれぞれ有している様々な情報を総合
的に把握できる団体は同法人以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

171
独立行政法人農林漁業
信用基金

平成17年度広域組合等の運営
効率等に係る評価方法策定委託
事業

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年７月８日 2,381,000

本事業は農業共済組合等の合併効果を財務運営状況等の側面から評価
する方法を策定するものであり、農業共済組合等に係る事業運営状況、財
務運営状況及び過去からの財務データを把握し、農業共済事業及び財務
分析の専門的な知識を有していることが必要である。本事業を効率的に行
いうる機関は独立行政法人農林漁業信用基金以外にはなく、競争を許さな
いことから、会計法第29条の3第4項により随意契約によることとした。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

172
富士通エフ・アイ・ピー
（株）

再保険事務処理システムの制度
改正に伴う修正作業等（農作物
共済危険段階掛金率関係）

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年10月6日 2,782,500

この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合
会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該
システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。
仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共
済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等
の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さら
に、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・
ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要とな
り、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第２
９条の３第４項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため、随意契約により契約を行うこととした。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

173
富士通エフ・アイ・ピー
（株）

再保険事務処理システム転送
データ受入前処理の見直し及び
ＷＥＢ化システム開発

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成18年1月13日 12,705,000

この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合
会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該
システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。
仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共
済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等
の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さら
に、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・
ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要とな
り、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第２
９条の３第４項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため、随意契約により契約を行うこととした。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

174
富士通エフ・アイ・ピー
（株）

再保険システム機器及びソフト
ウエアの更新並びにセキュリティ
強化に伴うＳＥ作業業務

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年8月17日 2,047,500

この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合
会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該
システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。
仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共
済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等
の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さら
に、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・
ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要とな
り、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第２
９条の３第４項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため、随意契約により契約を行うこととした。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

175 （財）農林弘済会
信頼のきずなステップアップ運動
に係る農林水産大臣賞作成筆耕
ほか

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
馬場　一洋
（東京都千代田区霞ヶ
関１－２－１）

平成17年5月30日 189,000

会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第７号において「随意契約によることができる
場合」として規定されている100万円を超えない契約であることから随意契
約とした。

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

176 富士ゼロックス（株）
電子複写機（ゼロックス）の賃貸
借及び保守契約１式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年4月1日 28,244,588
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり、撤去・設置費
用等を要するなど引き続き賃貸借を行う方が有利な価格を以て契約できる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約
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177 富士ゼロックス（株）
デジタル複合機（ゼロックス）の
賃貸借及び保守契約１式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年4月1日 4,262,861
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり、撤去・設置費
用等を要するなど引き続き賃貸借を行う方が有利な価格を以て契約できる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

保守料：単価契
約

178 富士ゼロックス（株）
電話ファックス（ゼロックス）の保
守契約１式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年4月1日 34,685,751
富士ゼロックス（株）が製造・販売しており、保守を行えるのは同社しかなく
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

179
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度資源保全手法検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年4月28日 8,000,000

本事業は、農村地域に存する農地・農業用水等の資源のうち、農地周りに
賦存する資源についての資源保全管理活動のためのマニュアルを策定す
るものである。本事業を適切に実施するためには、資源や農村環境の保
全に係る地域の多様な実態を分析する専門的知識が必要となるが、（独）
農業工学研究所は、このような地域資源及び保全活動に係る幅広い知見
やデータを有しており、本事業を最も適切に実施しうる団体であるほか、同
研究所はＨ１３～Ｈ１７にかけての計画の中で、「施設の機能管理のための
機能診断技術の開発に関する研究」等の本事業に関連する研究を進めて
おり、それらの研究成果を踏まえて本事業を行うことが、事業の効率的な
実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

180
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度農業土木技術研修
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年4月28日 11,000,000

本事業は、農業農村整備事業に従事する技術者に、時事の課題に応じた
農業工学に関する専門知識の付与と技術を取得させるための研修事業で
ある。本事業を適切に実施するとともに専門的な技術力向上を図るために
は、農業工学についての高度な研究水準を有することはもとより、経験豊
富な講師陣や農業工学研究所のみが有する水路工実験棟など多数の充
実した設備が必要不可欠である。（独）農業工学研究所は、行政のニーズ
に立脚した農業工学分野の試験・研究、調査・分析、鑑定及び講習等を行
う国内随一の組織であるほか、同研究所は、昭和４６年から当省の依頼に
基づいて、同研究所の研究者等による研修を実施しており、先端技術の普
及等に実績を上げている。このようなことから、本事業を適切に実施できる
機関は（独）農業工学研究所以外には考えられないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

181
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「田んぼの生きもの
調査」調査結果取りまとめ業務
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月13日 24,000,000

本事業は、「田んぼの生き物調査」に関し、調査マニュアルの策定から調
査の実施及び調査結果の集計・分析等を行うものである。本事業を適切に
実施するためには、水田周辺水域の環境について、幅広い知識と分析力
が求められるが、(社)農村環境整備センターは、農村地域における水質及
び生態系の保全や景観や親水空間等に係る調査・研究及び技術開発等
に多くの実績を残しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以
外に考えられないこと。また、本事業は平成１３年度から同センターに委託
して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うこと
が、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り

- 30 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

182
（財）農村地域工業導入
促進センター

平成１７年度地域密着型就業機
会創出支援調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月16日 10,948,000

本事業は、農工団地の誘致企業と地域との連携の現状等を調査、分析し、
今後の連携推進方策の策定等を実施するものであるが、本事業を適切か
つ効率的に行うためには、農村地域の工業等の導入実態や豊富な企業情
報、企業経営のノウハウに加え、就業機会の確保方策や農村振興に関し
て幅広い知見や経験を有している必要がある。（財）農村地域工業導入促
進センターは、農村地域の工業導入についてのノウハウを始め所要の知
見を有するほか、市町村の委託を受けて、農工実施計画の策定や企業誘
致活動に携わってきたことから、農工団地の誘致企業と地方公共団体等
の両方に太いパイプを有しており、本事業を適切かつ効率的に実施できる
のは同センター以外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

183
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度水資源開発戦略構
築調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月17日 59,772,000

本事業は、アジアモンスーン地域のかんがい施設の整備水準が低い地域
に対し、低コストかつ地元住民が管理に参加するような水利設備及び管理
手法の開発と普及を目指すものであるが、本事業を適切に実施するため
には、かんがい排水に係る高度な技術力のほか、国際的な調査研究の実
施体制が欠かせない。
（財）日本農業土木総合研究所は、国内外において農業土木に係る調査・
研究及び普及活動を行っているなど、本事業を最も適切に実施しうる団体
であるほか、同研究所は、平成１３年度から本事業を継続実施しており、こ
れまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施
等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

184
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度環境影響評価指針
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月19日 9,950,000

本事業は、農業農村整備事業に係る事業計画を策定する際に必要な環境
影響評価指針（技術書）を作成するものであるが、本事業を適切に実施す
るためには、農業農村整備事業に精通するほか、農村地域における環境
問題に係る調査・研究等の実績が求められる。(社)農村環境整備センター
は、農村地域における水質及び生態系の保全や景観や親水空間等に係る
調査・研究及び技術開発等に多くの実績を残しており、本事業の成果を達
成できるのは同センター以外に考えられないこと。また、本事業は前年度
から同センターに委託して継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本
年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

185
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度農業水利施設の多
様な機能に関する評価検討調査
委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月20日 20,000,000

本事業は、国民共有の資産である農業用水等の施設を保全する国民運動
の一助とするため「疏水百選」を選定するためのものであるが、本事業を適
切に実施するためには、選定候補地区が全国広範囲に及ぶため、全国レ
ベルの組織網が必要とされるほか、選定の判断材料となる施設の詳細な
情報を保有していることがもとめられ、この条件を満たすのは、各土地改良
区をとりまとめる全国土地改良事業団体事業団体連合会以外に考えられ
ない。また、同連合会は、平成１６年度から本事業を継続実施しており、前
年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施
等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

186
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度計画基準調査委託
業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年5月27日 11,100,000

本事業は、土地改良事業計画基準を、新しい技術課題に応じて制・改定す
るための調査・検討を行うものである。（財）日本農業土木総合研究所は、
国内外において農業土木に係る調査・研究及び普及活動を行っているな
ど、本事業を最も適切に実施しうる団体であるほか、同研究所は、平成１３
年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の
事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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187
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度土地改良費用負担
合理化調査(土地改良負担金総
合償還対策事業の効果)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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月3日 2,400,000

本事業は、今後の負担金償還対策の方向性を明確にするため、土地改良
区に対し、事業実施の効果や問題点、事業に対する意識、実態等を調査
するものである。本事業の実施に当たっては、現行の土地改良負担金償
還対策全般について精通し、土地改良区や土地改良事業に関する幅広い
専門知識を有する者により実施することが、最も適切かつ効率的な実施に
資するものである。全国土地改良事業団体連合会は、土地改良負担金償
還対策、土地改良区運営に係る幅広い知識及び調査技術を有しており、ま
た、本事業の調査客体である土地改良区からの信用度も高いことから、本
事業を適切かつ効率的に実施できるのは、同連合会以外に考えられない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

188
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度資源保全手法検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月7日 71,000,000

本事業は、農業農村の状況や農地・農業用水等の資源の管理実態等を把
握し、その課題を明らかにするとともに、農業構造の変化に対応した資源
保全手法を検討するためのものであるが、本事業を適切に実施するため
には、農業農村整備事業に精通するほか、農業農村に関する様々な情報
を分析し、総合的に評価する能力が求められる。（財）日本農業土木総合
研究所は、農地・農業用水等が有する機能の分析・評価や土地改良施設
の管理等に関する調査研究に多くの実績を残しており、本事業の成果を達
成できるのは同研究所以外に考えられない。また、同研究所は平成１６年
度に本事業に密接に関連する農地・農業用水等の新たな資源保全管理施
策の構築についての検討委託事業を実施しており、同委託事業の成果を
踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

189
独立行政法人国際協力
機構

平成１７年度砂漠化防止対策推
進体制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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月9日 146,094,000

本事業の円滑な実施のためには、国際協力事業に関する高い知見と豊富
な経験が必要である。独立行政法人国際協力機構（旧、国際協力事業団）
は、途上国に対する海外技術協力事業を実施する中心機関として活動し、
国際協力事業に関する高い知見と豊富な経験を有している。本件委託事
業は平成１３年度より、国際協力事業団（平成１５年１０月からは独立行政
法人国際協力機構）が実施しているが委託事業の最終年度に当たる本年
度は、ブルキナファソ国においてこれまで調査・検証してきた砂漠化防止対
策推進体制の最終とりまとめを実施することとなっている。この砂漠化防止
対策のための推進体制のとりまとめには、前年度まで国際協力機構が蓄
積した砂漠化防止対策に関する高度な技術力と現地の援助機関、行政機
関、NGO及び地域住民との人的資源が必要であり、これを他者が実施しよ
うとした場合、新たに砂漠化防止対策に関する技術取得や新たな人的資
源の再構築に取り組む必要があり、相当の期間及び経費を要すとともに、
ブルキナファソ国が求める砂漠化防止対策推進体制を構築できるのかとい
う懸念も残る。また、国際協力機構では本件委託事業の実施に当たり、ブ
ルキナファソ国と国際約束に準拠した実施細則（Ｓ／Ｗ）を締結し、本件事
業を実施しているところであるが、これを他者が実施しようとした場合、国
際協力機構とブルキナファソ国との実施細則の解除及び新たな他者とブル
キナファソ国との間での実施細則（Ｓ／Ｗ）の再締結が必要となり、これに
相当の期間及び経費を要すとともに、国際約束を一度解除することから、
場合によってはブルキナファソ国の信頼を失い、円滑かつ適切な事業の実
施を確保できない恐れがある。このようなことから、継続事業かつこれまで
のノウハウを成果として最終的に取りまとめる本件委託事業を、定められ
た履行期間、経費の中で円滑かつ適切な事業の実施を確保し、求める成
果を取りまとめることができるのは、独立行政法人国際協力機構以外には
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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190
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度土地改良事業換地
等対策調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月10日 5,845,000

　本事業は施設用地の生み出しについて換地制度を適用した場合のシミュ
レーションを行い、換地制度の運用により生ずる問題点を抽出・解析するこ
とにより、創設換地等の換地手法についての調査検討を行うものである。
本事業を適切に実施するためには、現行の換地制度について精通し、土
地改良事業に関する幅広い専門知識を有している必要がある。全国土地
改良事業団体連合会は、換地制度に関する幅広い専門知識及び換地処
分の実施主体である土地改良区等に対し専門的な調査技術・分析能力を
有していること。また、本事業は平成１５年度から同連合会に委託して継続
実施しており、これまでの現地調査、シミュレーション等の成果を踏まえ、
本年度における制度の検討を適切かつ効率的に実施できるのは同連合会
以外に考えられないため。
　なお、本事業は、換地実務について多岐にわたる知識や経験を有する換
地実務者の参画のもとに委員会を設けて検討することが必要不可欠であ
り、当該換地実務者には国家資格である土地改良換地士を含めて実施す
る必要がある。
　委員会に参画する土地改良換地士については、同連合会が水土保全強
化対策事業実施要綱に基づき唯一土地改良換地士の情報を有し、また、
最新の情報に更新しているところであり、同連合会は、研究会に必要不可
欠な土地改良換地士の人選を最も効率的に行うことが可能である。同連合
会以外の一般団体において有資格者情報など、高度な個人情報の収集、
ストックはあり得ず、同連合会は唯一、最新の土地改良換地士の情報を有
しているほか、現地調査地区の選定についても地方連合会からの情報を
ストックした知見が発揮できる。
　いずれにおいても「換地」の業務においては幅広い知見を有した同連合
会が唯一、委託事業の遂行能力を有する団体といえ、本事業を遂行できる
者は他にないのと同時に合理的、効率的かつ迅速に本事業を遂行でき
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

191
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農用地等効果的保
全推進調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月20日 3,850,000

  本事業は、市町村条例等に基づく土地利用調整により、農業農村整備事
業の対象地の維持・保全を推進している取り組み等について調査・分析
し、優良農地の確保に向けた総合的な土地利用のあり方に検討を行うもの
である。
　（財）日本農業土木総合研究所は、本事業に必要な農村地域における土
地利用の方向、土地改良事業の実施等に関する調査・研究等に知見と実
績を有しており、本事業に求められる成果を達成できるのは同研究所以外
に考えられないこと。さらに、同研究所は過年度に、農用地区域内への白
地農地の編入等農村地域における土地利用に関する調査を実施してお
り、その成果を踏まえて本事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資
するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り

192
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農業集落排水施設
設計技術適正化調査委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月20日 1,890,000

本事業は、農業集落排水事業に携わる技術者を対象に、事業の円滑かつ
適正な推進を図るため関係法令及び計画設計から維持管理までの事業全
般にわたる研修を実施するものである。社団法人地域資源循環技術セン
ターは、農業集落排水事業に係る技術開発、調査研究、普及啓発、技術
指導等を図ることを目的とした市町村等が会員となって設立された公益法
人であり、汚水処理技術の開発に携わるとともに、計画設計や維持管理に
関する技術上の助言、指導及び行政手続き等を含む総合的な知見を有
し、農業集落排水事業に関する数多くの講習会や研究会（年間２０回程
度）の実績を有しているほか、平成３年度から１６年度まで１４回に及ぶ本
事業の受託実績を有する。このことから、本事業を適切に実施できるの
は、当団体以外に考えられないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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193
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度農村振興目標・方
策調査（農村振興基本計画支援
方策調査）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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月20日 6,000,000

　本事業は、国と地方の役割分担を踏まえた農村振興基本計画策定支援
方策の提供を通じ、基本計画の意義に関する研修会の開催、手引き書の
作成、基本計画の構成に関する基礎的なデータ解析を行うものである。
  （財）農村開発企画委員会は、農村振興基本計画に関する業務をはじめ
として農村振興の施策や農村整備に関する調査研究等専門的な知見・実
績を有し、本事業を適切に実施するための農村振興基本計画をはじめとす
る農村振興施策やワークショップ等実践的な計画作成手法について精通し
ているとともに、農村地域及び農村整備の地域情報や計画作成等の関連
施策に関して十分熟知し、幅広い専門知識を蓄積しており、本事業の成果
を達成できるのは、同委員会以外に考えられないこと。また、同委員会は
平成１５年度に、農村振興基本計画を活かした住民参加型の計画策定プ
ロセスの検討、さらに、平成１６年度は手引き書作成の素案検討を実施し
ており、これまでの成果を踏まえて本年度事業を行うことが、事業の効率
的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

194
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度ＩＣＩＤ技術交流に係
る委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月21日 21,044,000

ＩＣＩＤ（国際かんがい排水委員会）の指導・連携の下、かんがい排水に関す
る技術を有する法人、団体、学者等によって構成される日本ＩＣＩＤ協会が、
世界のかんがい排水に関する研究支援を行うこととされており、本事業
は、その国内体制整備を支援するものである。
　このことから、日本ＩＣＩＤ協会の事務局である（財）日本農業土木総合研
究所に業務を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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

195
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度土地改良事業用無
線等通信技術に関する検討委託
業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月21日 3,500,000

本件委託事業は、農業用水管理制御設備の通信技術について、学識経験
者等を含めた委員会の運営を通じてネットワーク構成、計画・設計手法、関
連する手続き及び運用についての基礎資料の作成を実施するものである
が、実施に際しては農業用水管理全般に関して幅広い知見や経験を有し、
技術資料の作成には信頼性と公平性の確保が必要である。（社）農業土木
機械化協会は、これまでも農業用水管理にかかる多くの技術検討実績か
ら、豊富な経験と幅広い専門的知識を有し、農業用水管理について幅広い
知識・経験を有し会員各社による技術力の集結等、標準仕様の検討にあ
たり中立的な立場で技術検討ができる。また、電気・水管理設備を主体と
する検討委員会実績がある。よって本事業を適切かつ効率的に実施でき
るのは同協会以外には考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

196
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度性能規定化等技術
検討委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年6月24日 12,860,000

本調査委託事業は、土地改良事業に係る設計基準について国際的な規格
となる性能規定化を行うとともに、新工法への対応、関連基準との整合等
を行っていくため、性能規定化の基本的な考え方、技術基準類の具体的な
見直しについて学識経験者等の意見を聴取しながら、これらを効率的に進
めていくことを目的としている。具体的な事業実施内容についは①コンク
リート開水路について、構造、地盤・土構造物及び水路系全体としての性
能規定化検討にかかる基礎資料作成、学識経験者等を含めた委員会の
運営②設計基準「ポンプ場」、「頭首工」の改定にかかる基礎資料作成、学
識経験者等を含めた委員会の運営を実施することとしており、実施に際し
ては、性能設計の導入と設計基準の改定にかかる豊富な情報を有してい
るのに加え、農業土木全般に関して幅広い知見や経験を有している必要
がある。事業実施主体である（財）日本農業土木総合研究所は、①昭和５
３年から土地改良事業計画設計基準（「頭首工」、「水路トンネル」、「パイプ
ライン」、「水路工」、「ダム」、「農道」、「水路トンネル」）の改定に携わって
いる実績があり、技術基準にかかる豊富な情報と改定にかかるノウハウを
有している。②農業土木の多方面における検討委員会実績がある等の特
色がある。このため、実効性の高い内容が整備されるとともに、求められる
成果を達成し、農業農村整備事業の効率的な実施に資することができるの
は（財）日本農業土木総合研究所以外にないものである。(会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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197
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度土地改良工事積算
基準関係資料収集整理委託業
務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月1日 2,457,000

工事の価格積算においては、各現場の自然的条件や社会的条件に照ら
し、適正な積算を行うこととしている。積算基準類は過去の実態調査結果
等に基づき定めたものであるが、内容が多岐にわたり、複雑で専門性が高
いため、その適用に当たり、適正を期すための留意事項や内容の精査が
必要な運用等わかりやすく解説した資料を作成しているところである。
この資料については、工事価格の積算に必要不可欠であることから、積
算業務の効率化を図るために、関係資料を収集整理し、見やすく、扱いや
すく編纂した上で執務担当者へ配布し、土地改良事業の円滑かつ適正な
遂行に資することが必要である。
社団法人農業農村整備情報総合センターは、農業農村整備事業に関す
る設計、積算、施工、管理等についての技術支援に関する業務について多
岐にわたる実績を有しており、公表資料をもとに「土地改良工事積算基準」
を自ら編集･出版し、土地改良事業全般にわたる積算実態、基準の内容を
熟知し、高い専門性と経験を有している。
この積算基準と連動して利用される本委託事業については、平成１３年
度より同センターにおいて継続されており、前年度の事業成果を参考としな
がら作成していくとともに、本年４月～５月にかけて開催された積算基準改
定の説明会における質疑状況も踏まえて作成し、この成果を平成１７年度
の工事発注等に利用することから８月までに全国の事業実施現場の担当
者へ配布する必要があり、早急な事業成果の履行を確保する必要があ
る。
上記のとおり、同センターは所要の専門的知識を有するとともに、積算基
準を熟知していることに加えて、本事業を継続実施する過程で得たノウハ
ウを活用できるため、高い水準の事業成果を期待できる。また、本事業は
限られた期間内に実施する必要があるが、履行期限内に事業を達成でき
るのは、同センター以外にはないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

198
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度美の田園復興推進
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月4日 41,831,000

本事業は、①農村地域における美しい景観形成のための実務者向けマ
ニュアルの作成・配布②有識者等の第三者による委員会を開催し、①のマ
ニュアル作成に対し指導・助言をするとともに、農村景観の再生・保全に向
けた取組の計画の評価・助言を行うものである。このため本事業の実施に
あたっては、①農村景観への高度な知見②景観に関する委員の選定に関
する知見③マニュアルの作成等、技術の普及・啓発に係る事業の実績と高
度な知見を有している必要がある。（社）農村環境整備センターは、農林水
産省の美の里プラン21及び同ガイドラインの策定や農業農村整備における
景観配慮の手引きの作成に関わるなど、景観事業に対する実績を有して
おり、また、景観に関する学識経験者が同センターの会員であり、同分野
における学識経験者の選定ついて豊富な知見・人材を有する。このことか
ら、本事業を適切に実施できるのは、当団体以外に考えられないため。（会
計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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199
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村整備事業
管理計画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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 5,000,000

本事業は、毎年、市町村が策定する農業農村整備事業管理計画のデータ
を本省・地方農政局等の計画・実務担当者が事業管理や長期計画検討時
の基礎資料等として手軽に活用が可能となるように、事業管理計画検索・
集計システムの開発・更新を行うものである。
本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業制度、事業体系及
び、事業の管理等に関する豊富な知見を有するとともに、財団法人日本農
業土木総研が有している事業管理計画システムや事業管理計画に関する
データの活用が前提となることから、受託者は財団法人日本農業土木総
研以外にない。
また、財団法人日本農業土木総研の有している事業管理に関するデータ
は年間を通し、市町村等により入力（更新）作業が行われており、本事業を
効率的に実施する観点からも、受託者は財団法人日本農業土木総研以外
にない。
更に、受託者の有している事業管理システムは、毎年４月からシステムの
更新及び市町村によるデーターの入力が行われており、これらデータを活
用し、６月以降の予算要求の基礎資料として国が活用するためにも、早急
に本委託事業を実施する必要がある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

200
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度環境調査手法検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 31,400,000

　本事業は、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の推進に資する
ために、環境に配慮にした調査計画、設計等の手法検討を行うとともに、
環境情報データベースや環境相談員リストの充実等を行うものである。本
事業を適切に実施するためには、農村地域の様々な生物・生態系等の環
境に関する知見に加え、農業農村整備事業制度や農業生産活動について
も熟知しつつ、農村地域の環境情報を収集・分析し、環境配慮の手法につ
いて立案する能力が必要である。社団法人農村環境整備センターは、農
村地域における水質、生態系保全及び景観や親水空間の創設を中心とし
た環境整備に関する調査・研究・試験業務及び技術開発を専門的に実施
しており、本事業では同センターが開発保有する電子ネットワークシステム
である「環境情報掲示板」を活用し、更なる環境配慮事例データの更新、追
加を行い、環境情報データベースの整備等により、全国への環境情報の
普及を図るものであるため、本事業の成果を達成できるのは同センター以
外に考えられないこと。また、同センターは、平成１６年度に環境調査手法
検討調査委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本年度
の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

201
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度土地改良専門技術
者育成対策委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 8,500,000

本事業は、土地改良事業の調査及び計画作成の一層の適正化を図ること
を目的として、土地改良専門技術者の育成、登録及び資質の向上を図り、
その積極的な活用を推進することにより、土地改良事業の適正な実施に資
するものである。本事業を適切に実施するためには、土地改良事業制度や
近年の土地改良の情勢に精通し、育成講習や研修における科目編成や講
師選定等の企画立案を行う能力が必要である。また、継続的に土地改良
専門技術者の登録や更新を行うために、土地改良専門技術者に関する情
報を全国規模で収集・整理する能力が必要である。全国土地改良事業団
体連合会は、土地改良事業制度や近年の情勢に精通しているとともに、こ
れまでの事業の中で蓄積された土地改良専門技術者の情報を有効に利
用しつつ新たな情報を収集し、これらを整理する能力を有しており、本事業
の成果を達成できるのは同連合会以外に考えられないこと。また、同連合
会は昭和５９年度から土地改良専門技術者育成対策委託事業を実施して
きており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業
の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

202
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村整備事業
効果分析調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 25,000,000

本事業は、ほ場整備事業等の完了地区を対象として、事業効果に係る各
種指標等を多角的な視点から分析し、効果発現の特徴等について検討す
る等により、農業農村整備事業の政策手段としての有効性をより明確にす
るとともに、農業農村整備事業の果たす役割及び今後の方向性等につい
て明らかにすることを目的とするものである。本事業を適切に実施するた
めには、農業農村整備事業の計画策定から事業の実施に至るまでの事業
制度、土地改良事業の費用対効果分析の内容について充分熟知し、効果
調査の結果に関する分析能力を有していなければならない。財団法人日
本農業土木総合研究所は、農業農村整備の施策や事業の実施に関する
調査研究等を行っており、農業農村整備に係る豊富な情報を有し、かつ諸
事業制度に精通しており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外
に考えられないこと。また、同研究所は平成１６年度に農業農村整備事業
効果分析調査委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本
年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

203
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７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）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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 5,000,000

本事業は、土地改良事業地区における営農の早期定着とそれを通じた土
地改良事業の円滑な推進、事業効果の早期発現等に資することを目的と
している。全国土地改良事業団体連合会は、全国の土地改良区を傘下
に、個別土地改良事業地区の事情に精通し、取組事例と事業推進効果の
把握・収集を円滑に行う事が可能である。また、優良事例の調査結果の幅
広い波及を行える体制を有している唯一の団体として農林水産省との共催
により優良事例表彰を実施しており、事業の成果を達成できるのは、同連
合会以外に考えれれないこと。また、本事業は平成４年度から同連合会に
委託して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行
うことが事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

204 （財）日本土壌協会
平成１７年度事業計画管理地区
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 5,600,000

本事業は、土地改良事業地区における営農推進の一層の強化を図ること
を目的として、実施するものである。（財）日本土壌協会は、営農計画の実
現、改善評価等の調査分析に長年携わり、専門的知識を有する技術士を
擁している。また、多くの、大学、研究機関、国、県、民間の学識経験者等
の人材との繋がりを有していることから、営農推進に必要な情報の収集・
体系化及び情報提供等を実施することができ、事業の成果を達成できるの
は同協会以外に考えられない。また、本事業は平成１２年度から同協会に
委託し継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行う
ことが、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

205 （社）畑地農業振興会
平成１７年度畑地かんがい施設
に関する技術普及委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月5日 1,800,000

　本事業は、「畑地かんがい施設について、その機能の発揮に支障を来し
た際に緊急に適切な対応を行うことが出来るようにするため、設計、施工、
管理にいたる一貫した技術の普及を行う」こととし、畑地かんがい施設の業
務に携わる者が、基礎・専門的知識の習得をもって、畑地かんがい事業の
円滑な推進に寄与することを目的としている。
　具体的な事業内容としては、畑地かんがい施設に係る用水計画、末端組
織の計画・設計、送・配水・調整施設の計画と設計、施設の構造設計等に
係る基礎・専門的技術の習得、普及を図ることとする。
実施に際しては、畑地かんがい事業の調査、設計、施工及び維持管理や
畑地かんがい施設全般に関しての幅広い知見や経験からの適正な普及を
行う必要がある。
　一方、（社）畑地農業振興会は畑地かんがいの技術・普及に係る事業の
一つとして、平成１３年度から「畑地かんがい技士」及び「畑地かんがい技
士補」の資格制度を設立し、継続的に講習会を実施している。
畑地かんがい技士等講習会の実施主体である（社）畑地農業振興会は
・ 昭和４４年に設立され、畑地かんがい技士等講習会のほか、畑地かんが
いに関する研究、海外学術調査交流事業、畑地かんがい専門誌の発刊等
を実施している。
・ 国等からの委託を受けて畑地農業に関しての調査研究・検証を行い，畑
地かんがいに関する技術資料の蓄積や研究実績が豊富である。
　等の特色がある。このため、同団体の実施する畑地かんがい技士等講
習会に平成１３年以降継続して参加し、畑地かんがい技術の習得、普及に
努めてきたところであり、引き続き国、都道府県、関係市町村、農協、土地
改良区等の職員を参加させることにより、実効性の高い畑地かんがいに関
する技術の普及が図られ、求められる成果を達成し、農業農村事業の効
率的な実施に資することができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

206
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度農業農村整備推進
生態系保全対策調査委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月11日 3,140,000

本事業は、農村地域における生物の生息・生育地と農業用施設との相互
関係（ネットワーク構造）の形成構造等について生態系保全技術のガイド
ブックを作成するものである。（社）農村環境整備センターは、農林水産省、
全国の農政局、国営事業所、都道府県、市町村から生態系保全対策、地
域用水環境整備、水質保全等の調査・計画業務を受託しいることから、農
村地域における生態系等の幅広い専門的データや保全技術を有しおり、
事業の成果を達成できるのは、同センター以外に考えられないこと。また、
本事業は前年度から同センターに委託して継続実施しており、前年度の成
果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資する
ため。（会計法第２９の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り

207
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度生きもの環境水路
評価委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月11日 5,955,000

本事業は、生態系に配慮した水路整備を推進するため、生物生息環境の
面から土地改良区、農家などが簡単に水路を評価、ランクづけできる手法
を確立するものである。（社）農村環境整備センターは、農林水産省、全国
の農政局・国営事業所、都道府県、市町村から生態系保全対策調査・計画
業務を受託していることから、全国の農村地域における生態系等の調査手
法、生きもの・生態系等の情報及びそれを踏まえた水路の環境事例に精
通しており、事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられない
こと。また本事業は前年度から同センターに委託し継続実施しており、前年
度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが事業の効果的な実施等に
資するため。（会計法第２９の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り
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208
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村整備事業
効用発現状況整理分析調査委
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月12日 12,000,000

本事業は、農業農村整備事業の実施を通じて国民にもたらされている様々
な効用・効果についての分類・整理および具体的な評価・分析を行うこと
と、平成１７年３月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画を踏まえた農
業農村整備事業の展開方向を、広く国民に対して理解を深めることを目的
としている。本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業を熟知
し、効用・効果の分類・整理、その効用・効果に対する評価・分析能力を有
していること、また評価・分析結果を、国民に対して啓発する提案能力を有
している必要がある。財団法人日本農業土木総合研究所は、農業農村整
備事業に関わる各種研究調査を行い成果を収めている。中でも、事業効
果フォローアップ検討調査においては事業完了地区へのアンケート調査を
実施し、その事業効果について多くの知見とデータを蓄積している。また、
農業農村整備と地域経済の振興に関する検討調査では農業を中心とした
産業間の取引関係の把握など波及効果について検討を行っており、これ
に関する経験や技術を有しており、併せて農業農村整備事業の啓発のた
めの提案能力も有しており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以
外に考えられないこと。また、同研究所は平成１６年度に農業農村整備事
業効用発現状況整理分析委託事業を実施しており、同委託事業の成果を
踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

209
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度土地改良事業の経
済効果検討業務委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月13日 9,000,000

本事業は、土地改良事業により発現する農業効果や生活環境、地域開
発、地域資源の保全等農業外効果の評価手法及び効果の帰属と負担の
あり方等を検討するものである。本事業を適切に実施するに当たっては、
基盤整備に関する全国各地の現況把握及び分析等に精通し、土地改良事
業の経済効果測定に関する深い知見と技術的蓄積を有していることが必
要である。(社)日本アグリビジネスセンターは土地改良経済効果研究会を
設置し、経済学の専門的知見を活用して継続的に調査を実施しており、本
事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないこと、また、
前年度に同センターに委託して本事業を実施しており、前年度の事業の成
果を用いて現行の効果算定手法の具体的な改善方策の検討等を行うこと
により、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

210
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度都市計画関連土地
利用調整調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月20日 3,000,000

　本事業は、都市計画区域区分廃止後の高松都市計画区域を対象に総合
的に既存資料の収集、現地の聞き取りを行い、区域区分廃止が地域の農
林漁業等へ与える影響及びその対応策について検討を行うものである。
　本事業を適切に実施するためには、都市計画制度、都市的・農業的土地
利用制度を十分熟知し、都市計画と農業上の土地利用調整に関する豊富
な事例の把握と経験が求められる。
　（財）農村開発企画委員会は、都市計画、農村計画等の調査研究スタッ
フが充実し、都市計画と農林業との調整手法についての知見を有してお
り、本事業の成果を達成できるのは同委員会以外には考えられないこと。
また、同委員会は平成１５年度から本事業を継続実施しており、これまでの
成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

211 （社）畑地農業振興会
平成１７年度畑整備計画基礎諸
元調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月22日 1,500,000

本事業は、畑地における区画計画、用水計画、排水計画、農地保全計画
等に関する技術的課題に対して、立地条件等に応じた地域固有の課題に
ついて調査・分析を行い、現行の計画基準（ほ場整備（畑）、農業用水
（畑））の改定に資する基礎資料の取りまとめに行うものである。（社）畑地
農業振興会は従来より計画基準等の編集に携わっており、計画基準の内
容に精通していると共に、畑地の区画計画等に関する多数の有識者を会
員とし有しおり、事業の成果を達成できるのは、同振興会以外に考えられ
ないこと。また、本事業は平成１６年度から同振興会に委託して継続実施し
ており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが事業の効率的
な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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212
独立行政法人緑資源機
構

平成１７年度機構営事業事後評
価調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月22日 13,500,000

  本事業は、独立行政法人緑資源機構が施行する事業の事後評価を実施
するために必要な基礎的資料を作成することを目的としている。同機構
は、事業の実施機関であり、事業に関する専門的知識を有し、実施過程も
熟知しているとともに、事業の計画時及び実施中の各種基礎データを有し
ている唯一の機関である。
また、この事後評価は「機構営事業事後評価実施要領（農村振興局長通
知）」により、農水省と同機構が実施主体であると規定され、両者が業務を
分担しつつ共同して事後評価を行うものである。本事業は、農水省分担分
を委託するものであるところ、同機構に委託しなければ、事後評価に齟齬
を来すものである。
このようなことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、同機構以
外に考えられないこと。また、本事業は平成１２年度から同機構に委託して
継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、
事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

213
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農村資源利活用検
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月22日 4,000,000

本事業は、有機性廃棄物全般を対象に、農村地域における物質循環を検
討し、循環型社会形成促進の観点から農業農村整備をどのように推進す
べきかの知見を得ることを目的としている。このため、農業農村整備に熟
知し、有機資源循環に関して豊富な知識、情報を有している必要がある。
（財）日本農業土木総合研究所は、農業農村整備について豊富な調査研
究の実績を持ち、近年では、有機資源循環検討調査等バイオマス関連の
受託実績も多く積んでいる。また、有機性廃棄物の有効利用を促進するた
めに設立された「日本有機資源協会」の活動を主導するなど有機資源循環
の分野でも力を発揮していると認められ、平成１５年度からの継続事業で
ある本事業を過去二年度に渡り受託実績を有し、良好な成果をあげてい
る。このことから、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、当団体以
外に考えられないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

214
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度農村景観への配慮
に係る景観評価手法検討調査委
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月25日 20,000,000

本事業は、景観に配慮した農業農村整備事業の推進に資するために、客
観的な農村景観の評価手法及び農村景観の配慮手法の検討を行うため
のものであるが、本事業を適切に実施するためには、農村環境の特徴や
農村地域に生息・生育する生物、農業生産活動及び農業農村整備事業に
精通していることが求められる。（社）農村環境整備センターは、農村地域
における水質、生態系保全及び景観や親水空間の創設を中心とした環境
整備に関する調査・研究を行っており、本事業の成果を達成できるのは同
センター以外に考えられない。また、同センターは平成１６年度から本事業
を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うこと
が、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

215
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度景観配慮等基準化
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年7月29日 9,300,000

本事業は、ほ場整備（水田、畑）及び農道の各事業を、「景観」や「水質」に
配慮したものとするため、各事業の計画策定において検討すべき基本事
項、配慮すべき点及び優良計画事例等を反映させた「計画基準（案）」及び
「技術書（案）」を作成するものである。（社）農村環境整備センターは、平成
１６年度から継続実施している「農村景観への配慮に係る景観評価手法検
討調査（以下、「先行事業」という）」に携わっており、景観配慮の内容に精
通しているとともに、景観配慮に関する多数の有識者を有している。本事
業は、同センターが行っている先行事業の関連事業であることから、本事
業を円滑かつ効率的に実施するには、先行事業の成果を用いるとともに本
事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが不可欠で
ある。また、先行事業は本年度においても同センターに実施させることを検
討していることから、先行事業の成果を踏まえつつ本事業を行うことが事
業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 40 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

216
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成17年度新技術導入推進調
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月1日 4,900,000

 本事業は、農業農村整備事業において導入し、効果が確認された新技術
について、広く普及を図り、更なる導入を推進することにより、農業農村整
備事業の効率的な推進に資することを目的としている。
　従って、実施者は円滑かつ効率的に事業を実施するために、農業農村整
備事業に係る農業土木分野の新技術について、広く精通していなければ
ならない。
　（社）農業農村整備情報総合センターは、定款において、「農業農村整備
に関する情報の収集及び提供」という事業が定められており、その事業の
一環として平成８年度より、自主事業としてWebページなどから民間の新技
術情報を提供する農業農村整備新技術候補登録を実施しており、新技術
の普及、現場の技術支援に努めている。
　さらに、平成９年度に「新技術導入推進農業農村整備事業」のデータベー
スシステムの構築に携わり、その後も最新の新技術データを更新し、運用・
管理を行っていることから、その内容に詳しく、農業農村整備事業における
新技術の実績について広く精通している。
　また、本事業は、前年度に実施した「平成１６年度新技術導入推進調査
委託事業」の継続事業であり、前年度の事業の成果を用いるとともに、事
業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが、本件委託事
業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。
　（社）農業農村整備情報総合センターは、前年度において前記事業を実
施し、良好な成果をあげていることから、本事業を同社団に委託した場合、
履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保で
きる等有利と認められる。
  上記の事情から、本事業に求められる成果を達成できるのは、（社）農業
農村整備情報総合センター以外に考えられないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

217
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度農業用用排水路等
利用調整対策調査委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月1日 4,127,000

本事業は、土地改良区が行う土地改良施設管理に地域住民等が参画して
いる現況等を調査し、課題等の検討を行い、具体的な指針を策定するため
に実施するものである。本事業を適切に実施するためには、土地改良区及
び土地改良施設管理に関する幅広い専門知識や土地改良区に関する調
査実績及び調査の実施体制や調査技術を有していることが必要である。
全国土地改良事業団体連合会は土地改良区の行う土地改良事業（施設
管理を含む）に関する技術的な指導、情報の提供、調査及び研究等を行っ
ており、また、土地改良区を会員とする都道府県土地改良事業団体連合
会を会員としているため、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同連
合会以外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

218
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度災害対策技術検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月8日 2,000,000

本事業は、近年増大している天然現象による災害において、ダム・ため池・
頭首工などの主要農業施設の被害時、緊急的対策や復旧対策の技術的
に高度な対応を必要とするため、調査するものである。委託先である（財）
日本農業土木総合研究所は、災害発生時の緊急対策や復旧対策に関し
て豊富な情報を有し、防災技術に関する研究・開発にも精通している。また
主要農業施設が被災した場合に応急対策や復旧対策について臨機かつ
迅速に的確な助言・指導の出来る専門家を人選するネットワークも兼ね備
えており、事業の成果を期待できる。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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219
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度資源保全施策に関
する合意形成調査委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月9日 10,000,000

本事業は、農業農村の状況や農地・農業用水等の資源保全施策の導入に
向けた、国民への理解を醸成、合意形成に資する情報発信のためのパン
フレット等の説明資料の作成やホームページの拡充等の資料映像作成の
ための調査・取材及びその取りまとめ、シンポジウムの企画、広報資料の
作成を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農村地域に
存在する農地・農業用水等の保全管理の実態・問題等について十分な専
門知識を有するほか、啓発活動を行う能力が求められる。全国土地改良
事業団体連合会は、全国の会員団体のネットワークを有し、土地改良事業
に関する指導、調査及び研究を通じ、農地・農業用水等の維持管理の実
態や問題点などに関する豊富な知見・データの集積を有するとともに、農
業農村の資源保全に係わる多くの専門知識を有し、また、これらの活動を
通じて収集した情報を多角的に発信し、情報発信の手法にも精通してお
り、本事業の成果を達成できるのは同連合会以外に考えられない。また、
同連合会は平成１６年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果
を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

220
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村環境情報
整備調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月9日 8,850,000

本事業は、生態系等の自然環境情報について、既存の文献情報等を収
集・整理するとともに、データベース化等を行うことにより、環境との調和に
配慮した国営土地改良事業計画のための調査の効率化と質的向上を図る
ことを目的としている。そのためには、現在の地理情報システム（以下
「GIS」という）に分析解析機能等を付加し、より利活用できるようなシステム
として改良を行うことが必要である。現在のシステムは（財）日本農業土木
総合研究所で開発を行っている「農業農村整備事業支援システム（以下
「NNplan」という）」を基盤とし、NNplanに合わせた仕様に基づきデータの入
力・蓄積が行われている。また基礎データは、同研究所が開発・運用して
いる「日本水土図鑑GIS」から提供を受けており、今後もデータ連携を図る
必要があることから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは、同研究
所以外には考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

221
独立行政法人農業環境
技術研究所

平成１７年度農村地域外来生物
対策指針策定調査委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月9日 4,000,000

本事業は、農村地域に存在する外来生物から土地改良施設及び生態系
等を保全するため、侵入を未然に防止する方法や防除方法等に関する指
針を策定するものである。この指針の内容を検討するにあたり、農村地域
における外来生物の分布に関する調査を行い、その分布の傾向等をふま
えて、防除方法等を検討していく必要がある。
（独）農業環境技術研究所は、外来植物が生態系に及ぼす影響、植生の
保全等に関する研究を行うなど農業生態系に関する研究実績やデータ等
の蓄積があり、本調査に必要な植物に関する高度な知見・能力を有してい
る。
また、同研究所で研究している「外来種モニタリングのための調査情報シ
ステム」は国土全域を自然・土地利用条件により類型化し、その情報を地
図上に表示するシステムであるが、これを既に有すると共に、このシステム
のもとに行う植生調査手法も備えており、本事業では、当該システムを活
用して外来生物の分布について、全体的な傾向を的確に把握することが
重要であるため、事業を適切かつ効率的に実施できるのは同研究所以外
に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

222 （財）日本土壌協会
平成１７年度資源保全管理活動
体系化業務委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月10日 3,500,000

本事業は、社会共通資本である農地・農業用水等の資源について、効率
的・効果的な保全管理活動が展開されるよう、活動者を実需者とした情報
発信に活用するために、多様な資源保全管理活動を具体的な保全管理目
的毎に体系化するものである。（財）日本土壌協会は、これまで全国を対象
として、「土地改良事業に関わる営農計画の策定業務」、「環境保全型農業
の推進に関する調査」等の業務を行っており、本事業に必要な農地、水路
等の資源の保全管理活動と、これに加えて農村環境の保全に係る一連の
活動について、個々の活動の体系付け及び理論的整理を適切に行える。
よって、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同協会以外に考えら
れないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

223
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農村資源リサイクル
環境整備検討調査計画マニュア
ル作成業務委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月18日 7,000,000

本事業は、循環型社会への転換を進めていく中で阻害要因の一つである
地域での合意形成の実態調査を行い、地域の現状及び課題を整理し、
もって、地域計画等を作成する市町村担当者の視点により、バイオマス資
源循環計画に係るマニュアル作成に資することを目的としている。本事業
の実施に当たっては、バイオマスの利活用技術等に関する幅広い知識
や、経験に基づく計画立案に必要な手順等に関する幅広い知識を有する
ことが不可欠である。社団法人地域資源循環技術センターは、長年にわた
り集落排水汚泥の農地還元に関する調査研究に取り組んでおり、農地を
対象とした物質循環に関するノウハウを蓄積し、多くの調査検討等の実績
を有している。さらに、学識経験者からなる技術支援体制を有しており、会
員には全国の都道府県、市町村及び都道府県土地改良事業団体連合会
が所属している。同社団は物質循環に関するノウハウと、実際に活用する
市町村等担当者との繋がりを有しているほか、平成15年度から同社団に
委託して本事業を実施しており、本年度は、物質循環調査計画マニュアル
作成の最終とりまとめ年度として位置づけられているため、これまでの事
業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限
に活用することにより、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な
事業の実施ができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

224
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度中山間地域整備評
価手法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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月18日 9,000,000

本事業は、特定中山間保全整備事業で実施される農林一体整備により、
農用地及び森林の有する公益的機能の維持・増進に資するため、農用地
整備及び森林整備に係る評価の内容・方法、双方にまたがる共通的な評
価の視点等について、経済効果の検討を行うことを目的としている。本事
業の実施に当たっては、経済効果の評価手法に関する広範な知識等が不
可欠である。社団法人日本アグリビジネスセンターは、土地改良事業の評
価手法等に係る知見を有しているほか、中山間地域の整備手法検討調査
等を実施しており、総合的な整備構想策定に関しての十分な知見と実績等
を有している。また、同社団が実施した土地改良事業の評価に係る検討の
成果等は、これまでの経済効果測定方式の確立・見直し等において、大い
に活用されている状況であり、また、山村振興に係る数多くの具体事例とノ
ウハウを蓄積している。このため、本事業を同社団に委託した場合、履行
期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等
有利と認められる。また、前年度に「平成１６年度中山間地域整備手法検
討調査」として、委員が現地調査を実施することで、中山間地域の農林業
が抱えている課題等について検討しており、これらの成果や調査検討で培
われたノウハウを最大限に活用することにより、本事業を円滑かつ効率的
に実施できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
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量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

225
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度アジアモンスーン地
域連携国際コンソーシアム活動
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月25日 5,854,000

①本事業の目的は、国際的な水議論、諸外国の農業利水に関する情報を
収集・分析し、「国際水田・水環境ﾈｯﾄﾜｰｸ」（INWEPF）運営会議の円滑な運
営を図るものである。さらに、同運営会議の結果を踏まえ、第4回世界水
ﾌｫｰﾗﾑ（WWF4）をはじめとする国際会議において、ｱｼﾞｱﾓﾝｽｰﾝ地域の意見
を効果的に主張できるよう、ｱｼﾞｱﾓﾝｽｰﾝ地域における水田農業の特性を
考慮した技術的ﾚﾎﾟｰﾄを作成するものである。②本委託事業を遂行するに
当たっては、国際的な水議論、諸外国における農業利水の実態及び水利
行政、ｱｼﾞｱﾓﾝｽｰﾝ地域における水田農業の特性等について熟知している
ことが必要である。さらに、国際的な水議論は多様な観点（経済、政治、社
会及び文化等）から、高度かつ専門的に議論されており、特に平成18年3
月のWWF4に向け、ｱﾋﾟｰﾙ効果の高いﾚﾎﾟｰﾄを作成し、国際的理解を得る
には、専門家に委ねることが不可欠である。③（財）日本農業土木総合研
究所(JIID)は、WWFの実施母体である世界水会議へ職員を理事として派遣
（農業用水関係では唯一の理事）し、かつ国際かんがい排水委員会(ICID)
の日本事務局を兼任していることから、本件委託事業の遂行に必要な専
門家を有している。また、我が国の海外農業支援等に関する業務を多数実
施しており、これまでの各種データ、経験の蓄積が活用できるとともに、ｱｼﾞ
ｱﾓﾝｽｰﾝ地域における水田農業及び国際水議論に関する各種業務の実績
が十分にあり、この分野に精通している。加えて同財団は、WWF3及びICID
等の国際水会議での報告書の作成及び会議運営に関し、豊富な経験を有
している。④また、同財団は、前年度に実施した「平成１６年度 ｱｼﾞｱﾓﾝｽｰ
ﾝ地域連携国際ｺﾝｿｰｼｱﾑ活動委託事業」の受託団体である。同財団は、
前年度の事業で国際的な水議論の動向を踏まえたｱﾋﾟｰﾙ性の高い資料の
作成、各国政府・国際機関や学識経験者とのｺﾈｸｼｮﾝの構築等において、
良好な成果を挙げており、これらを用いるとともに、本件委託事業を円滑か
つ効率的に実施するためには不可欠である、事業実施の過程で得られた
会議運営のﾉｳﾊｳ、海外の学識経験者等との資料調整・情報収集のﾉｳﾊｳ
を最大限に活用することが可能である。⑤以上を踏まえれば、本件委託事
業に求められる成果を達成できるのは、JIID以外に考えられないため。（会
計法第29条の3第4項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

226 （財）日本土壌協会
平成１７年度有機質資材農地還
元基盤整備検討調査業務委託
業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年8月26日 5,000,000

本事業は、国営農地再編整備事業等によって策定される土地利用等と並
行して、有機質資材（有機性廃棄物）を農地に還元する際の整備手法につ
いて、有機質資材の適正な利用と管理を基本とした持続的な農業生産を
確立することを目的としている。本事業を実施するに当たっては、農地土壌
の健全な維持、農作物の品質・収量向上に有効な施肥計画、環境保全型
農業の調査研究だけでなく、土地改良事業の調査計画に関する深い知見
と技術的蓄積を有していることが不可欠である。財団法人日本土壌協会
は、土地改良事業地区に関する土地利用など事業実施にかかわる基本調
査を実施し、各種研究成果やデータを有しているとともに、独自の試験ほ
場等を利用して農作物と有機質資材の適応性等に関する調査を継続的に
実施することで、営農改善方策を提案してきた。さらに本事業で必要として
いる有機質資材を用いた土地利用等を踏まえた基盤整備の立案に関する
深い知見と技術的蓄積を有していること、また前年度に同財団に委託して
本事業を実施しており、前年度の事業の成果を用いるとともに、事業実施
の過程で得られたノウハウを最大限に活用することにより、本事業を円滑
かつ効率的に実施できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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227
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農村資源利活用検
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月1日 12,993,000

　本事業は、バイオマスタウンの早期実現に向け、市町村等が行うバイオ
マス利活用の取組を促進するためのものであり、メタン発酵利活用施設の
導入を地域で検討する際、農地への効率的な液肥散布手法等の調査・検
討、メタン発酵利活用施設等の整備を図るため、類似手法等を参考として
事業効果算定手法を検討することを目的としている。
　そのため、本事業の実施にあたっては、メタン発酵によるバイオマス利活
用の実態を熟知していることに加えて、関連する施設整備事業に関する幅
広い知見を有していることが、必要である。
　社団法人地域資源循環技術センターは、「メタン発酵利活用施設技術指
針」作成の実績やバイオマス利活用地区の計画策定にかかる支援を行う
などメタン発酵を含むバイオマス利活用の地域実態に熟知しており、また、
「農業集落排水事業における費用対効果分析マニュアル（案）」の作成実
績をもち、しかもバイオマス利活用施設整備事業と密接に関連する農業農
村整備事業等についての造詣も深く施設整備事業全般に関する知見も十
分有した団体である。
　また、平成１６年度から継続事業である本事業の受託実績を有し、良好
な成果をあげていることから、当団体に本事業を委託した場合、履行期間
の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等の有
利性が認められる。
　このことから、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、当団体以外
に考えられないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

228
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度景観農業振興地域
整備計画策定実態調査委託業
務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月9日 6,000,000

本事業は、景観法施行後半年以上が経過する中で、市町村において景観
法に基づく景観農業振興地域整備計画（以下「景観農振整備計画」とい
う。）の策定に向けた地域づくりの先進的な取り組みが積極的に行われる
ことを目的として実施するものである。本事業を実施するに当たっては、全
国的な景観形成に係る取り組みに関する豊富な調査実績を有する者に委
託することが不可欠である。財団法人農村開発企画委員会は、これまで
に、地域の農業・農村・集落整備計画の策定や、地域ビジョンづくり、農村
の土地利用に関する基本構想の策定など農村の振興に関する効果的な
地域計画整備手法について、幅広な情報を蓄積しており、独自の活動や
前年度に実施した「景観農振整備計画策定に向けたパンフレット、手引書
作成業務」を通じて各市町村の農振関係の取り組みに精通している。これ
らの取り組みで得られたノウハウを最大限に活用し、本年度の事業を行う
ことが、事業の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

229
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度環境保全型農業基
盤整備技術・工法確立調査委託
業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月13日 15,000,000

本事業は、環境保全型農業を実施する際に必要となる基盤整備の技術・
工法を把握し、その技術・工法を一般化するための条件を取りまとめるとと
もに、環境保全型農業基盤整備の調査・計画・設計の手法を確立するため
のものであるが、本事業を適切に実施するためには、様々な基盤整備技
術や、環境保全型農業に関する知識が求められる。（財）日本農業土木総
合研究所は、農業農村整備事業に係る総合的な調査研究を実施している
機関であり、環境保全型農業や基盤整備技術に関する学識経験者による
助言・指導体制も整備されているため、本事業の成果を達成できるのは同
研究所以外に考えられない。また、同研究所は平成１６年度から本事業を
継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、
事業の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（１８年度企画競争を実
施）

１８年度限り
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230 （財）日本土壌協会
平成１７年度多面的機能維持増
進検討委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月22日 4,500,000

本事業は、全国７モデル地区において順次実施している、農業の多面的機
能のうち自然科学的機能（洪水防止機能、地下水かん養機能、土砂崩壊
防止機能、土壌浸食防止機能、有機物分解機能、気候緩和機能等）に関
する調査について、中間的にとりまとめるために技術的観点から検討を行
うとともに、有機物分解機能に関する補足調査を行うものである。（財）日
本土壌協会は、土壌の保全・改良等と環境保全型農業の推進に関する調
査に携わっており、農業の有する多面的機能（土壌崩壊防止機能等）に関
して精通していると共に土壌の有機物分解機能に関する高度な知見・デー
タを有しており、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同協会以外に
考えられないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

231
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度山村振興対策推進
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月27日 3,475,000

本事業は、市町村合併等に伴う振興山村地域における問題点や取組状況
等の調査を実施することにより、各振興山村市町村における効果的・効率
的な山村振興計画の策定と各種事業の円滑な実施等に資するため行うも
のである。本事業を適切に実施するためには、山村振興に関連する各種
事業に精通し、都市との交流の進め方に関する調査等に多くの実績を有
することはもとより、振興山村市町村とのつながりが強く、市町村合併後の
振興山村の状況等に詳しいなど、山村振興についての知見が豊富である
こと等が求められる。社団法人日本アグリビジネスセンターは、本調査事
業の前身事業である山村振興調査を昭和５１年度から継続して実施してき
たほか、山村振興に係る各種調査・支援事業等によるの600余の振興山村
市町村に係るデータを蓄積していることなど、本事業の成果を達成できる
のは同センター以外考えられないこと。また、本事業は、前年度からの継
続事業であり、前年度成果を踏まえて本年度事業を行うことが、事業の効
率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

232
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村整備と地
域経済の振興に関する検討調査
委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月28日 20,000,000

本事業は、地域経済の振興に果たす農業農村整備事業の効果等の検討
結果を踏まえ、今後の人口減少社会の進展や地域経済の活性化等の課
題に対応していくための農業農村整備事業のあり方について基本的な検
討を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農業農村整備
事業の制度、効果等について熟知していることが求められる。（財）日本農
業土木総合研究所は、農業農村整備事業の実施に関する調査研究等を
行っており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えられな
い。また、本委託事業は平成１３年度から平成１６年度までに同研究所に
委託しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業
の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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233
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業用ダム設計技
術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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年9月30日 15,000,000

本事業は、現在計画及び建設中の農業用ダムの技術的課題と基本資料
等の収集整理、過年度委託事業で作成した農業ダム台帳・位置図の改訂
を行うとともに、既設ダムの有効活用に向けた技術的な取組を検討するた
めの技術資料を整備するものである。特に、事業の実施において、重要構
造物である農業用ダムの技術的検討に当たっては、それぞれの地質条
件、現状等に応じた高度な専門的判断を必要とする。
財団法人日本農業土木総合研究所は、昭和５３年度以降長年に亘りダ
ム技術検討委員会を実施するなど全国の農業用ダムの技術検討の実績
を持ち、数多くの設計・施工技術の蓄積があるとともに、農業用ダム技術に
関するシンクタンク的機能を有している。さらに、海外も含めた他分野のダ
ム技術に関する知見も多く、広範な情報収集能力を有している。
本年度の委託事業は、前年度実施した「平成１６年度農業用ダム設計技
術検討調査委託事業」の継続事業である。長期供用ダムの補修・改修手
法の検討等について前年度までのとりまとめ成果、方向性に基づき、安全
性の評価手法・将来予測の妥当性の検証や全国の農業用ダムデータの実
態把握、ロックフィルダムの安全性評価、ダム湖の水質対策などについて
実施するものであり、本件委託事業を定められた履行期間、経費の中で円
滑かつ適切な事業の実施を確保できるのは、これまでの検討経緯、内容を
十分熟知している財団法人日本農業土木総合研究所以外にはないと判断
される。
  （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

234
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度河川協議促進対策
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月3日 4,481,000

①　本事業の目的として、国営土地改良事業において実施されるかんがい
用水の水利権取得に係る河川協議は、近年の水需給の逼迫や河川環境
への配慮、関係河川使用者との調整など、協議の複雑かつ長期化が懸念
されている。このような状況の中、本事業では最近河川管理者との間で課
題となる事項（かんがい期間の変化と水利権の変更、受益面積の減少に
よる水利権の減少とダム運用の見直し）について、協議事例をもとに専門
的な視点から調査及び分析を行うとともに、課題に対する基本的な対応方
針を検討し、河川協議担当者の執務参考資料として取りまとめを行い、今
後の河川協議の円滑な推進に資することを目的としている。
②　本事業を遂行するに当たっては、水利権制度や水利行政を熟知し、農
業水利に関する高度な技術情報の収集や蓄積、調査分析等の高い技術
力を必要とすることに加え、河川における水資源開発の経緯や農業用水
の持つ特質等を踏まえて検討を行う必要がある。
③　委託予定先である（財）日本農業土木総合研究所は、河川協議の課題
のうち専門的かつ全国的な視点で検討すべき具体的な事項に関して、各
種事例をもとに調査分析を行い、対処方針を策定し河川協議の促進に十
分活用できる成果を取りまとめるなど豊富な知識と経験を有している。
　また、昨年度までの「河川協議促進対策調査」の受託団体であり、今回
の業務目的である「かんがい期間の変更に伴う水利権協議」と「農業用水
の見直しによるダム容量の運用」の検討にあたっては、過去に実施された
「期別水利権の弾力的運用の検討」や「ダム運用と農業水利権に関する調
査研究」などで得た検討成果や、過去の調査の作業段階で得られた全国
の同種の地区事例や検討するに当たっての要点、検討手法に係るノウハ
ウや蓄積された関係資料を活用し、最近の協議事例や農業用水を取り巻く
状況などを加味して、河川協議促進対策方針を取りまとめる必要がある。
④　さらに、今後の農業用水の需要と確保のあり方や河川行政との関わり
など農業水利に係る基本的問題への対処方策などについて、学識経験者
などを構成員とした「農業水利問題検討委員会」を農林水産省の委託によ
り組織し、各種報告書を取りまとめた実績があることから、水利権制度や
水利行政にも精通し、これらデータや経験の蓄積が本委託事業においても
活用することが出来る。
⑤　以上のことから、円滑な業務遂行と本目的が達成できるのは、（財）日
本農業土木総合研究所以外には考えられないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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235
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度地域用水機能検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月7日 16,500,000

本事業は、農業水利施設の適切な更新・保全管理に資するため、農業用
水の有する地域用水機能を含めた有効利用に関する課題と今後のあり方
について、検討を行うものである。本事業の目的の達成のためには、農業
用水、特に地域用水に関する研究分野における知見はもとより、農業水利
行政における水議論の趨勢、農業水利行政の歴史的背景、農業水利施設
の管理等についても熟知していることが不可欠である。財団法人日本農業
土木総合研究所は、河川協議の促進や農業用水等の新たな資源保全施
策に関する検討業務などを実施し、いずれも良好な成果を挙げている。ま
た、同財団は、これまでの地域用水に関する各種研究成果やデータを有す
るとともに、本事業に必要な地域用水に関する水議論の趨勢等に熟知して
いるが、このような団体は同財団以外にはないものである。さらに、同財団
は、設立以来、産官学にわたる農業水利専門の研究組織を設置し、本件
業務で必要としている地域用水に関する情報等を把握し分析する高度な
能力を有していること、かつ、水利施設の技術基準の検討など幅広い業務
実績があること等から、同財団に委託した場合、円滑な事業の実施が可能
であり、履行期限の短縮及び経費の節減等が図られると認められる。ま
た、本件委託事業は、前年度に同財団に委託した「平成１６年度　農業水
利基本調査委託事業（うち地域用水の検討に係る調査）」の継続事業であ
り、前年度の事業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノ
ウハウを最大限に活用することが、事業の円滑かつ効率的な実施等に資
するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

236 （財）日本緑化センター

平成１７年度外来生物による被
害の防止等に配慮した緑化植物
取扱方針検討全体調査委託業
務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月14日 5,000,000

本事業は、特定外来生物被害防止法の付帯決議や中央環境審議会でも
提起されている外来生物が及ぼしている被害の状況を把握し、植物の特
性と地域の自然環境の実情に応じた農業農村整備事業においての緑化植
物取扱指針等の検討を行うものである。また、本事業の実施に関しては、
公共事業における緑化植物の取扱について、環境省、農林水産省、国土
交通省による「外来生物による被害の防止等に配慮した緑化植物の取扱
に関する研究会」で検討する枠組ともなっている。（財）日本緑化センターは
関係省庁に係る緑化関連の調査研究及び緑化及び生物多様性保全に関
する総合的な調査研究に携わっているとともに、関係省庁の横断的な検討
に関する専門的知見を有し、的確な調査の遂行及び解析を行える機関で
あること。更に、関係省庁で組織する研究会において本調査の実施機関と
して決定されたことにより、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同
センター以外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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237 （社）農業土木事業協会
平成17年度ゴム引布製起伏堰
施設技術検討委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月14日 3,500,000

本事業は、土地改良事業により造成される頭首工、用水路等の基幹水利
施設に設置するゴム引布製起伏堰施設の計画から設計・施工に係る検討
を行うとともに、維持管理・更新事業も踏まえ、より効率的な事業を行うた
めの技術資料の検討を行うものである。
  具体的な事業実施内容については、｢ゴム引布製起伏堰施設について、
計画・設計・施工方法、維持管理・更新計画の検討、関連技術基準類との
整合等についての技術資料の作成｣を実施することとしており、実施に際し
ては、ゴム引布製起伏堰施設等の農業用施設機械の技術にかかる豊富な
経験を有しているのに加え、農業用水利施設全般に関して幅広い知見や
経験を有している必要があること、さらには技術資料の作成には信頼性と
公平性を確保する必要がある。
  事業実施主体である（社）農業土木事業協会は、農業土木事業の計画、
設計及び技術向上に関する調査研究、農業土木施設用の機械、器具及び
資材の開発改良及び普及、農業土木事業に関する情報の収集及び資料
の配布を主たる事業として活動しており、①これまでも、「ゴム引布製起伏
堰施設技術指針（平成10年3月）」、「鋼構造物計画設計技術指針【水門扉
編】（平成10年3月）」、「農業用施設機械設備保全技術検討委託事業(平成
16年度）」等の編集に携わってきた豊富な経験と専門知識を有し、農業用
水利施設全般について幅広い知識と経験をもっていること。②また、会員
各社による技術力の集結等、従来技術・新技術の検討にあたり中立的な
立場で技術検討ができる。等の特色がある。このため、実効性の高い内容
が整備されるとともに、求められる成果を達成し、農業農村整備事業の効
率的な実施に資することができるのは（社）農業土木事業協会以外にない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

238
（財）農村開発企画委員
会

平成17年度農村振興整備状況
調査（革新的な地域戦略手法検
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月19日 9,000,000

本事業は農山漁村地域の独自性に即した革新的な戦略や地域振興の状
況を調査し、地域の特質に応じた農業農村整備事業の計画的・効率的な
実施に向けて、革新的な地域戦略手法について検討を行うものである。本
事業を適切に行うためには、農村地域の開発整備に精通しているほか、農
山漁村の振興に積極的に取り組む地域との豊富なネットワークを有し、そ
れを活用できることが求められる。財団法人農村開発企画委員会は、農村
総合整備に関する内外の調査研究を行っているほか、地域づくりを推進し
ている全国の団体や個人のネットワーク形成を目的としたシンポジウム、
交流会等を開催し、事務局として積極的な支援活動も行っている。これら
のネットワークを最大限に活用し事業を行うことが、効率的な実施等に資
するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

239
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農業集落排水汚泥
等循環利用検討調査委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月24日 15,000,000

  本委託事業は、集落排水施設の概算工事費を算定する概算グラフを改
訂し、集落排水施設と集排汚泥を循環利用するための資源循環施設（メタ
ン発酵施設等）を一体的に整備した場合の費用対効果分析手法の検討を
行うものである。
  費用対効果分析の基礎となる集落排水施設の事業費は、汚水処理施
設、管路施設、管路附帯施設の建設費等から構成され、調査計画段階に
おいては概算工事費を簡便に算出できる概算グラフを活用している。
　概算グラフは、過去の汚水処理施設等の建設実績を基に、計画内容の
精度を勘案して処理施設の代表的な要素（計画処理対象人口、計画処理
水質）から、標準的、最適な概算工事費を求めるものである。
　現在、事業主体等で活用している概算グラフは、近年の汚水処理方式や
汚水の流送方式等の技術の向上、工法等によるコスト縮減が図られてきて
いることから、実態に即した概算工事費を積算するために見直しが必要と
なっている。
　見直しに当たっては、平成１１年度に（社）地域資源循環技術センターが
開発し有している「農業集落排水施設概算工事費等算定システム」を活用
し、概算グラフの改訂を行うものである。
　また、同センターは平成１５年度から本事業を継続実施しており、これま
での成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に
資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り
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240
（社）農村環境整備セン
ター

流域水質の総合的な保全・改善
のための連携方策検討調査委
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月25日 6,514,000

「流域水質の総合的な保全・改善のための連携方策検討調査」は、湖沼における非特定汚染源に
よる汚濁負荷の影響評価及び削減方策について、関係する省庁が連携して調査・検討を実施し、
関係公共事業の連携方策をとりまとめ、流域水質の保全・改善の推進に資することを目的としてい
る。
 　そのうち本事業では、農林水産省が所管する「水質保全対策事業」及びその他水質保全対策
（河川環境整備事業、治山事業等）との連携の在り方について検討するため、
  ①　非特定汚染源である農地からの汚濁負荷による湖沼水質への影響に関する評価
  ②　湖沼・河川の水質保全に資する連携施策の検討（農林水産省の施策手段は水質保全対策
事業による農業用用排水の水質改善）
  ③　モデル地域におけるケーススタディーでの成果を踏まえて流域水質保全のための連携施策
に関する指針のとりまとめ
  などを行うこととしている。
  このため、本事業の実施に当たっては、
  ①　農村環境及びこれに係る水資源・水循環に関して高度な知識を有していること
  ②　農業用用排水路等における水質浄化に関する専門的な技術及び知見を有していること
  ③　農林水産省が所管する「水質保全対策事業」の事業制度について熟知していること
  が不可欠である。
  （社）農村環境整備センターは、田園環境整備マスタープランの策定業務等を通じて、農村環境
やこれに係る水資源や水循環についての豊富な知識を有している。
  また、水質保全対策事業にかかる計画段階の水質調査、目標水質の設定や全体実施設計段階
での専門的知見・知識の提供等について豊富な実績を有しているほか、自然浄化機能を有効に
活用した手法「農村に適した水質改善手法」のとりまとめや事業の効果に関する資料収集整理と
効果算定手法の検討などを実施しており、当該事業の制度を熟知している唯一の機関であり、本
委託事業においては、これらの専門的な技術及び知見等を活用してその他水質保全対策との連
携の在り方を検討する必要がある。
  また、（社）農村環境整備センターは、農村地域の環境整備に関する調査、試験、研究及び技術
開発を行うとともに、その結果の普及啓発、技術者の育成等を行い、環境整備に関する科学技術
の向上と環境の促進を図り、広く国民が求める美しい農村の創出及び農村地域の環境保全に貢
献する機関として、上記の技術力や知見を有している。
　以上のことから、本事業の契約の相手方は、（社）農村環境整備センター以外に考えられないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

241
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度新積算方式導入技
術開発委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月27日 17,993,700

　本事業は、市場実勢価格のより適正な導入による積算価格の透明性・説明性の向上を図るとと
もに、積算業務の省力化を推進し、さらに新たな入札契約方式への対応等を図るため、歩掛を用
いない機械経費・労務費・材料等を含んだ施工単価を積算に用いる新積算方式（施工単価方式）
の導入を図るもので、本年度は、用水路工事（管水路）における「施工単価方式」に係る単価の設
定方法、単価条件の設定等の基本条件及び積算基準の整備に関する検討を行うものである。
  本事業の実施に当たっては、「施工単価方式」の基本条件の検討及び積算基準の整備に加え、
そのシステム化を目指した検討を進めていく必要があるが、本事業の実施において、
（１）用水路工事（管水路）における「施工単価方式」の検討は、他省庁では行っていないこと
（２）用水路工事（管水路）の歩掛は、農林水産省独自のものであり、他省庁と共通する歩掛はほと
んどないこと
（３）用水路工事（管水路）においては、様々な工種等（例えば、砂基礎、管の布設、仮設工、諸経
費）が組み合わされて、工事費が積算されていること
から、用水路工事（管水路）の「施工単価方式」の検討においては、
① 施工単価を設定することができる工種と設定することができない工種（現行の積み上げ積算に
よるしかない工種）とが想定され、それらを適切に区分するためには、過去の施工実績を調査する
とともに、その内容について詳細な分析が必要なこと
② 工事費の算定にあたっては、施工単価を設定した工種、現行の積上げ積算による工種を適切
に合算する手法を検討する必要があること
③ 従って、現行積算システムを生かしながら「施工単価方式」のシステム開発が必要なことから、
本事業の初期の段階から現行の積算基準・システムとの連携手法の検討が必要であること　
から、現行の農林水産省の積算基準、積算システムに精通する者に委託することが不可欠であ
る。
　「社団法人農業農村整備情報総合センター」は、昭和６０年に農林水産大臣の設立認可を得て
農業農村整備に関する情報システムの調査研究並びに設計、積算、施工、管理等の技術支援を
目的に設立され、これまでに土地改良事業に関わる各種積算基準類の作成にもかかわってきて
いることや、積算業務の合理化を図るための標準積算システムの開発、保守・管理を継続的に
行っている等、上記の用水路工事等の土地改良事業特有の工種を含む積算及びシステム化等に
関する業務に精通している唯一の団体である。また、これらの業務の履行に関し、農林水産省は
セキュリティポリシーの遵守を義務
付けており、これまでの実績において農林水産省の要求するセキュリテｨレベルに対し高い信頼性
を有していることから、本事業を達成できるのは同センター以外に考えられないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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242
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度農業用施設機械設
備に関する技術用語事典検討委
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月27日 1,500,000

　本事業は、農業用施設機械・電気設備の各業務段階において、効率的
で円滑な業務が実施できるよう、関連する技術用語事典について検討・取
り纏めを行うものである。
取り纏めにあたっては、機械・電気設備の一般的事項のほか、農業農村整
備事業において導入される機械・電気設備の範囲、機能診断や予防保全
対策等、農業土木技術者が執務の参考とできる事項を踏まえたうえで、こ
れらを効率的に進めていく必要がある。
　具体的な事業実施内容については、
・ 農業用施設機械設備の計画、設計、施工、管理、運用の各段階におい
て常用される技術用語事典の検討・作成
を実施することとしており、実施に際しては、農業用施設機械・電気設備の
技術にかかる豊富な経験を有しているのに加え、先端的技術を踏まえた検
討を行う必要があることから、農業用施設機械・電気設備全般に関して幅
広い知見や経験を有している必要があること、さらには技術資料の作成に
は信頼性と公平性を確保する必要がある。
　事業実施主体である（社）農業土木機械化協会は、農業土木の機械化に
関する内外技術の調査研究、農業土木事業に関する情報や資料の収集と
配布、農業土木に必要な機械の開発改良及び普及を主たる事業として活
動しており、
① これまでも、「農業用施設機械設備更新技術の手引き（平成12年9
月）」、「電気設備計画設計技術指針（高低圧編）（平成10年3月）」、「水管
理制御方式技術指針（平成14年3月）」、「電気設備及び水管理制御施設
の技術検討委託事業（平成17年3月）」、「基幹水利施設指導・点検・整備マ
ニュアル（平成6年6月）」等の編集に携わってきた豊富な経験と専門知識を
有し、農業用施設機械設備について幅広い知識と経験をもっていること。
② また、会員各社による技術力の集結等、従来技術・先端技術用語の検
討にあたり中立的な立場で技術検討ができる。
等の特色がある。このため、実効性の高い内容が整備されるとともに、求
められる成果を達成し、農業農村整備事業の効率的な実施に資することが
できるのは（社）農業土木機械化協会以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

243
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度新たな農村コミュニ
ティ形成手法検討調査委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年10月27日 4,507,000

本事業は、モデル地区での実証調査（平成１６年度～１８年度）を行い、実
践的で効果的な新たな農村コミュニティ形成手法を検討するものである。
本事業を適切に実施するためには新たな農村コミュニティづくりに関する調
査・研究の実績が求められる。財団法人農村開発企画委員会は、農村の
集落組織や新たなコミュニティづくりに関する調査・研究の実績を多数有し
ており、本事業の成果を達成できるのは同財団以外に考えられないこと。
また、本事業は前年度からの継続事業であり、モデル地区における調査経
験と前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な
実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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244
（社）土地改良測量設計
技術協会

平成１７年度土地改良事業に係
る用地補償業務に関する調書等
記入マニュアル作成委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月1日 2,500,000

  土地改良事業を施行するため必要となる土地等の取得又は使用に伴う
権利者に対する損失の補償は、土地改良事業用地事務処理要領及び土
地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領等の規定に基づき実施し
ているところであるが、用地調査測量等に伴う各種調書は、被補償者の財
産権に関する各種調査表、図面、補償金の算定書等の調書、各種契約書
の作成など多岐に亘ることから、用地担当職員は勿論のこと業務発注に関
わる監督職員及び受注者にあっては、作成の正確性、迅速性、適格性が
必要とされている。
　このため、適切かつ効率的な用地補償業務の遂行と複雑多岐に渡る用
地調査等に伴う各種調書等の記載方法及び留意事項等について、より分
かり易くポイントを整理することにより精度の高い成果品が得られるよう用
地調査等に伴う各種調査の調書等記入マニュアルを検討・作成し、発注者
側である国及び請負者側双方が共に利活用することを通じて適正な用地
補償業務の効率的遂行を期する必要がある。
　本事業は、平成16年度から平成18年度までの３年間で行うものであり、２
年目における今回の事業については、前年度の事業実施過程で得たノウ
ハウを活用し高い水準の事業成果が期待できること、さらに、調書等の記
入マニュアルの作成にあたっては、用地補償業務に関する豊富な経験と広
範かつ高度な専門的知識が必要とされるものであり、①民間コンサルタン
ト等を対象に幅広い専門的知識や技術を有する有能な用地補償業務従事
者を育成・確保することを目的とした専門性・実務性の高い地方研修を実
施し、②土地改良事業における用地補償業務について豊富な実務経験や
公共事業でも特に土地改良事業に伴う用地の取得及び損失補償の理論
に精通した土地改良補償業務管理者（用地補償業務に携わる責任ある技
術者として、その技術上の事項を管理又は照査する専門的能力を有すると
「社団法人土地改良測量設計技術協会」の会長が認定し資格登録した者）
の大部分を傘下の会員に擁する「社団法人土地改良測量設計技術協会」
が実施するのが妥当であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

245
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度外来生物による被
害の防止等に配慮した緑化植物
取扱方針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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月2日 12,955,000

本事業は、外来植物が及ぼしている被害の状況を把握し、植物の特性と
地域の自然環境の実情に応じた農業農村整備事業においての緑化植物
取扱指針等の検討を行うものである。本事業実施にあたっては、農村地域
における緑化植物の利用実態や被害状況を把握するため、緑化現場を含
む植生分布を把握するためのフィールド調査が不可欠である中で、緑化植
物が繁茂し同定が可能な時期が秋期までと限られているとともに、関係省
庁の協同調査（（財）日本緑化センターが実施）に対しても現地データを速
やかに提供する必要があることから、緊急に調査に着手する必要がある。
（社）農村環境整備センターは、農業農村整備事業に係る設計・施工技術
及び農村現場の植生を熟知しており、過去に農村地域の植生分布に関す
るフィールド調査を実施した経験があるとともに、生態系保全に関する調査
計画・設計に関する知識・技術を有し、農村地域の植物調査等に精通して
いること。更に、調査検討の目的に応じて学識経験者を選定し、的確な助
言、指導を得ることができることから、本事業を適切かつ効率的に実施でき
るのは、同センター以外には考えられないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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246
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度資源保全施策に関
する人材育成研修委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月8日 5,000,000

本事業は、地域での資源保全管理計画の策定や合意形成をリードする役
割を期待される県、市町村、土地改良区等の担当者に対して、平成18年度
から計画されているモデル支援の円滑な実施のための資源保全施策全般
の理解、保全計画策定や合意形成等の能力の向上等を図る人材育成研
修を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農地・農業用
水等の保全管理についての専門知識を有する研究者等が講師となり直接
研修を実施できるとともに、研修実施のノウハウを有していることが求めら
れる。（独）農業工学研究所は、農地・農業用水等を含む地域資源の地域
での保全管理、地域資源の評価手法・計画手法及び地域での合意形成に
関する研究を踏まえつつ実施しており、本事業において必要とする専門知
識を有する研究者を組織的に有し、講師として研修に派遣することができ
る唯一の組織であり、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考
えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

247
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度農村景観形成のた
めの自然素材と伝統的な技術等
の活用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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月10日 19,550,000

本事業は、良好な農村景観の形成に資する石積み水路などの土地改良施
設の整備に用いられた自然材料と伝統的な技術等を体系的に整理・評価
し、今後の活用方策のあり方について検討を行うとともに、活用促進のた
めのデータベースを構築するためのものであるが、本事業を適切に実施す
るためには、景観に配慮した農業農村整備事業の推進に資するための客
観的な農村景観の評価・配慮手法の検討を行っている平成17年度「農村
景観への配慮に係る景観評価手法検討調査」の内容を熟知する必要があ
るため、本事業の成果を達成できるのは同調査を実施している同センター
以外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

248
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度農村振興連携施策
の評価分析調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月10日 13,000,000

本事業は、農業農村整備事業の施策と他府省の生活関連施策がどのよう
に地域の活性化に結びついたかを把握・分析し、農村の総合的な振興に
関する連携施策の評価について検討を行うものである。本事業を適切に実
施するためには、農業農村整備事業の施策のみならず、農山漁村地域の
実態を熟知するとともに、他府省や都道府県等の施策にも広く精通し、農
村振興に関する施策の計画立案能力を有していることが必要である。財団
法人農村開発企画委員会は、農村振興に関連する各分野の専門知識を
有する研究スタッフを置き、全国における農村振興に関する調査研究及び
計画立案に永年携わるなど、実績やデータの蓄積が豊富である。さらに、
地方自治体等へ農村振興に関する事業の普及推進活動の実績もあり、本
事業の成果を達成できるのは同財団以外に考えられないこと。また、本事
業は平成１５年度から同財団に委託して継続実施しており、これまでの成
果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資する
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

249
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度限界集落における
集落機能の実態等に関する調査
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月10日 6,000,000

本事業は、存続が危ぶまれるような限界集落について、集落機能の実態と
集落機能の衰退が地域資源保全に与える影響等を調査し、新しいコミュニ
ティ形成を中心にした集落機能の維持・再生方策について検討するもので
ある。本事業を適切に実施するためには、現場感覚を含め、集落の実態・
動向や地域資源保全についての調査・研究の実績が求められる。財団法
人農村開発企画委員会は、これらについて全国各地の事例調査を中心に
数多く調査・研究を行っており、本事業を効果的に実施する知見を有してい
ること。また、本財団は昨年度と今年度に農林水産省委託事業で農村コ
ミュニティ再編の実証調査を受託しており、限界集落を含む地域において
新しいコミュニティ形成を検討をする本事業と双方で成果を共有すること
が、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

- 53 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

250
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度ほ場整備の総合化
手法の効果予測等に関する調査
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月11日 4,599,000

　本事業は、ほ場整備による基盤条件の改善と担い手育成等の各種推進
施策の総合化についての効果を把握するため、地域の主体的条件に留意
した評価モデルにより将来予測を行い、総合化による効果を評価するもの
である。
　受託者は、上記に関する研究の蓄積があるほか、将来予測を行うに当
たっては、「地域農業計画モデル（マルチエージェント・シミュレーション（ＰＣ
上の仮想社会においてシミュレーションすることが可能なシステム）のほ場
整備版として神戸大学が開発し、受託者が共同で改良しているシステム）
を有しており、本事業は同システムの存在を前提に実施するものである。
　受託者は、当局が知る限り、同システムを有する唯一の者である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

251
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農地地すべり技術
検討委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月17日 9,500,000

本事業は、地すべりから農地・農業用施設を保全するため、効率的な地す
べり対策の実施、長期間にわたって効果を維持する対策施設の検討、地
元が早期発見を行う際に役立つ指針の策定等を目的とし、技術課題の検
討を行うものである。また、本事業は平成１２年から継続実施している「農
地地すべり技術検討委託事業（以下”先行事業”という）」の継続事業であ
り、本年度においては、技術的検討を行って総括し、とりまとめる予定であ
る。（財）日本農業土木総合研究所は、先行事業を平成１２年度から継続
実施しており、良好な成果をあげており、農業土木技術の研究をはじめ、
農業農村整備の施策や事業の実施に関する調査研究において、高度な専
門知識を有していることから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは
同研究所以外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

252
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度概査法を用いたダ
ム洪水吐の機能診断に関する研
究委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月21日 3,000,000

本事業は、ダム洪水吐の機能診断に関する手法を確立するため、ＣＣＤ
ラインカメラ、連続壁面画像スキャニング、赤外線連続スキャニングの適用
可能性の評価等を行うものであり、実施に当たっては高度なダム技術と経
験を有するものが行う必要がある。
① 本年度の委託事業は、前年度、（独）農業工学研究所は委託して実
施した「平成１６年度概査法を用いたダム洪水吐の機能診断に関する研究
委託事業」の継続事業である。ダム洪水吐に対して連続壁面画像スキャニ
ング調査等の前年度のとりまとめ成果に基づき、前年度課題となったＣＣＤ
ラインカメラのぶれ補正技術の検討等を行いつつ、洪水吐の機能診断にお
ける適用可能性の評価等を行うものである。
② また、（独）農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験・研究・
調査・分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、ダム技術に
関する高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。
このため、本件委託事業を（独）農業工学研究所に委託した場合、履行
期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等
有利と認められる。
以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、（独）
農業工学研究所以外にないと考えられるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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253
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度長期供用ダムの機
能診断に関する研究委託業務一
式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月21日 2,000,000

本事業は、長期供用ダムの安全性・機能性を評価し、ダムの機能を適切
に確保することを目的として、安全性評価技術の確立を行うものであり、実
施に当たっては高度なダム技術と経験を有するものが行う必要がある。
① 本年度の委託事業は、前年度、（独）農業工学研究所は委託して実
施した「平成１６年度長期供用ダムの機能診断に関する研究委託事業」の
継続事業である。ダムの変状に関する限界値を明らかにするために必要
なダムの挙動観測データの収集・分析方法等の前年度までのとりまとめ成
果に基づき、収集された挙動観測データから挙動パターンを抽出すること
や、各挙動観測データを評価する際の目安値についての検討を実施する
ものである。
② また、（独）農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験・研究・
調査・分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、ダム技術に
関する高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。さらに、過年度
において、個別ダムの長期挙動の追跡調査を実施しており、特性値の評
価方法に係る十分な経験を有している。
このため、本件委託事業を（独）農業工学研究所に委託した場合、履行
期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等
有利と認められる。
以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、（独）
農業工学研究所以外にないと考えられるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

254
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度農業水利施設機能
診断技術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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月21日 4,000,000

　本事業は、農業水利施設のうち、コンクリート構造物の補修材料および補
修技術における試験方法について整理し、農業農村整備事業に適用する
ための考え方の整理を行うとともに、劣化の主要な原因の一つと考えられ
る摩耗により、施設機能へ影響を及ぼすメカニズムの内容把握等を行うた
めのデータ収集・分析を行うものであり、実施に際しては、農業農村整備事
業における高度な専門的技術を有しているのに加え、農業土木全般に関し
て幅広い知見や経験を有していることが必要である。
① 本件委託事業は、昨年度、（独）農業工学研究所に委託して実施し
た、「農業水利施設補修・補強工法選定データベース作成調査委託事業」
の継続事業である。昨年度は、民間におけるコンクリート構造物に係る補
修工法等の技術について収集・整理したが、本事業は、これら技術の耐用
年数算定等の試験方法の分析、整理を行うものであるため、前年度の事
業実施の過程で得られたこれらの技術に対する知見や基礎データ等の有
効活用が本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考
えられる。
② また、（独）農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験、研究、
調査、分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、農業用施
設にかかる高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。
このため、本件委託事業を（独）農業工学研究所に委託した場合、履行期
間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有
利と認められる。
以上のとおり、本件委託業務に求められる成果を達成できるのは、（独）農
業工学研究所以外にないと考えられるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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255
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度土構造物の設計に
関する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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月21日 3,432,000

本調査委託事業は、農業用施設のうち、土構造物（フィルダム、ため池、
農道等の盛土構造物）に性能設計を導入する際の要求性能の考え方につ
いて、関連学会等の動向を踏まえつつ、農業農村整備事業に適用するた
めの基本的な内容の整理を行うものであり、実施に際しては、農業農村整
備事業における高度な専門的技術を有しているのに加え、農業土木全般
に関して幅広い知見や経験を有していることが必要である。
① 本件委託事業は、昨年度、（独）農業工学研究所に委託して実施し
た、「設計技術国際化対応手法検討調査委託事業」の継続事業である。昨
年度は、土構造物の耐震設計に係る地震動について検討したが、本事業
は、設計全体をとおした具体的な要求性能の分析、整理を行うものである
ため、地震動の考え方と一体的に整理する必要があり、前年度の事業の
実施過程で得られた耐震設計にかかる知見や基礎データの有効活用が本
件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。
② また、（独）農業工学研究所は、農業工学関係に係る技術に関する試
験、研究、調査、分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、
農業用施設にかかる高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。
このため、本件委託事業を（独）農業工学研究所に委託した場合、履行期
間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有
利と認められる。
以上のとおり、本件委託業務に求められる成果を達成できるのは、（独）農
業工学研究所以外にないと考えられるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

256
（財）農村開発企画委員
会

平成１７年度集落地域整備推進
方策策定調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月24日 6,250,000

本事業は、現在の多様化した集落地域の土地利用調整等の課題に対応
する集落地域整備法の活用方策を検討するものである。本事業を適切に
実施するためには、集落地域整備法を熟知するとともに、現地での法定計
画作成の実務実績を十分に有していることが求められる。財団法人農村開
発企画委員会は、法制定時より集落地域整備法活用マニュアルの発行、
行政機関やコンサルタントを対象とした集落地域整備法セミナーの開催等
の普及活動を展開するとともに、法適用地区等において住民合意形成活
動や法定計画作成支援等の実績を多数有している。このように、本事業の
実施に必要な実績・知見を有する唯一の機関であり、本委員会が独自に
市町村等から受託した集落地域整備法に関する調査検討の成果を活用し
て行うことが、本件事業の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

257
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度ため池防災対策調
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年11月30日 5,000,000

本事業は、地震や豪雨によって被災したため池に関するデーターや洪水
調節機能の発揮に関するデーターを分析し、適切なため池の防災対策の
あり方や、ため池の持つ多面的機能の適切な発揮に関する方策を検討す
るものである。（財）日本農業土木総合研究所は平成7年度から同委託を
受託したほか、ため池防災データーベースを構築する等、ため池の防災対
策について検討を重ねてきた。今回の委託について専門的な知識が必要
不可欠であるのはもちろんのこと、過年度の調査を引き続き検討するもの
であることから、継続して行うことが合理的かつ、経済的である。よって、本
事業を適切に実施する事が出来るのは同法人以外に考えられないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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258
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農村地域における
バイオマス利活用施設整備にか
かるPFI手法活用促進調査委託
業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月7日 13,529,000

  　本事業は、バイオマスの賦存量が大きいといわれる農村部に着目して、
農村集落から出る生ごみ、家畜糞尿、食品加工残さ、農業集落排水汚泥
及び稲わら等農作物残さなどのバイオマスを地域で自ら利活用するシステ
ムづくりをＰＦＩ手法により効率的に実施させることを促進させようとするもの
である。
　委託内容としては、農村から発生するバイオマスの種類及び利用形態に
応じて、農村地域におけるＰＦＩ導入の可能性にかかる検討を行い、ＰＦＩ導
入効果の高い利活用システムの提案及びそれを仕組むに当たっての留意
点等を市町村等へ提示するものである。
　検討に当たっては、単年度の限られた期間内で効率的に業務を遂行し、
最大限の成果を上げなければならないことから、過去の委託事業により作
成した「農業集落排水施設整備におけるＰＦＩ実施マニュアル（案）（以下、
集排ＰＦＩマニュアル）」を活用して検討を進めるものとし、集排ＰＦＩマニュア
ルの作成過程で得られた成果や技術を活かすことにより、本件委託事業
の円滑な実施が可能である。
　このため、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、集排ＰＦＩマニュ
アルの作成者であり、内容を熟知し、その検討過程で得られたノウハウを
有する唯一の者である社団法人地域資源循環技術センター以外に考えら
れないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

259
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業用水路網検討
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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月8日 6,600,000

　本事業は、農村環境の保全・形成に配慮した基盤整備の実施等に資す
るため、農業用水路網の利用実態を把握し、農業用水路網の有する多面
的機能の発揮を含めた施設の有効活用に関する課題と今後のあり方につ
いて検討を行うものである。
　本事業の目的達成のためには、農業水利に関する研究分野における知
見はもとより、農業水利行政における水議論の趨勢、農業水利行政の歴
史的背景及び農業水利施設の管理等についても熟知していることが不可
欠である。また、本事業は、前年度に実施した「平成１６年度農業水利基本
調査委託事業（うち農業用水実態調査データベース）」の関連事業であり、
その目的の一つは、前年度に作成した農業用水実態調査データベースに
基づいて、農業用水路の利用実態を分析・整理し、定量的把握を行うこと
である。このため、ケーススタディ地区を選定して検討を行うこととしている
が、適切な地区の選定には前年度調査の結果が不可欠であり、現地の実
情を熟知し、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用すること
が、本事業の基礎となる農業用水及び水路網の利用実態の把握を円滑か
つ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。財団法人日本農業土
木総合研究所は、前年において前記委託事業を実施するとともに、河川協
議の促進や農業用水等の新たな資源保全施策に関する検討業務などを
実施し、いずれも良好な成果を挙げている。また、同研究所はこれまでの
農業水利に関する各種研究成果やデータを有するとともに、本事業に必要
な農業水利に関する水議論の趨勢等に熟知しているが、このような団体は
同研究所以外にはないものである。さらに、同研究所は設立以来、産官学
にわたる農業水利専門の研究組織を設置し、本件業務で必要としている農
業水利に関する情報等を把握し、分析する高度な能力を有していること、
かつ、水利施設の技術基準の検討などの幅広い業務の実績があること等
から、同研究所に委託した場合、円滑な事業の実施が可能であり、履行期
限の短縮及び経費の節減等が図られると認められるものである。
　以上のとおり、本事業に求められる成果を達成できるのは、財団法人日
本農業土木総合研究所以外にないと考えられるため。　（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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260
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度農家・地域住民等
参加型直営施工推進委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月9日 3,699,000

　本事業は、平成１３年度の「骨太の方針」、「改革工程表」に明記された改
革の方向に即し、平成１４年度から農業農村整備事業等の実施手法の一
つとして取り組んでいる直営施工について、積極的な活用・推進を図ってい
くため、これまでの実施地区にかかる分析や課題に対する検討結果を総
合的に取りまとめ、直営施工推進のマニュアルを整備するものである。
  この直営施工は、土地改良事業を主体とする農業農村整備事業等の既
存事業を実施する中で、簡易で身近な施設を対象に、農家・地域住民等の
労務参加により取り組むもので、農水省独自の取り組みであり、直営施工
の施工実態を調査・分析・課題検討などを行う本事業の実施にあたって
は、農業農村整備事業等の計画・設計から施工、施設管理に至る全ての
プロセスについて精通していることが不可欠である。
  全国土地改良事業団体連合会は、土地改良法に基づく法人であり、土地
改良事業を行う者（市町村、土地改良区、農協等）の協同組織により、土地
改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進
することを目的に設立された地方土地改良事業団体連合会等を会員とし、
それを指導する全国連合会として、昭和３３年に設立された農林大臣の認
可団体である。
  同団体は、設立以来、土地改良事業等に関する計画・設計から管理に至
るまでの制度・運用面や技術面にわたる支援・指導を行う他、土地改良事
業等に関する教育や情報の提供及び調査、研究等を行うなど土地改良事
業等の全般に広く精通し、事業の円滑な推進に寄与している。
　本事業は、平成１５年度から全国土地改良事業団体連合会に委託して実
施しており、本年度は最終の取りまとめを行うこととなっている。本年度の
事業では、前年度までの事業で作成した「農家・地域住民等参加型の直営
施工推進マニュアル（案）」を平成１６年度の直営施工の事例調査等を通じ
て、一層、検討を深化させるとともに完成度を高めて確定しようとするもの
である。
　このため、本件事業を適切かつ経済的に実施できるのは、直営施工の事
例調査等により所用のノウハウを有し、前記マニュアル案を作成した全国
土地改良事業団体連合会以外に考えられないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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261
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業用水の流域水
循環に関する分析調査委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月9日 8,900,000

　本事業は、農業水利施設の適切な更新・保全管理等に資するため、農業
用水の有する流域水循環の形成機能に配慮した、農地・農業用水の保全
の方針及び基盤整備に関する計画手法について検討を行うものである。 
 
 　本事業の目的の達成のためには、農業水利に関する研究分野における
知見はもとより、農業水利行政における水議論の趨勢、農業水利行政の
歴史的背景及び農業水利施設の管理等についても熟知していることが不
可欠である。また、本件委託事業は、前年度に実施した「平成１６年度農業
水利基本調査委託事業」の関連事業であり、地域用水や地域用水機能の
発揮状況の把握など、前年度の事業の成果と、過年度実施している水循
環シミュレーションモデル技術が不可欠であり、事業実施の過程で得られ
たノウハウを最大限に活用することは、事業の円滑かつ効率的に実施する
観点から重要と考えられる。財団法人日本農業土木総合研究所は、前年
度及び過年度において前記委託事業を実施するとともに、河川協議の促
進や農業用水等の新たな資源保全施策に関する検討業務などを実施し、
いずれも良好な成果を挙げている。また、同研究所は農業水利に関する水
議論の趨勢等に熟知し、これまでの農業水利に関する各種研究成果や
データとともに、本事業の実施に欠かせない水循環シミュレーションモデル
の著作権を有しており、このような団体は同研究所以外にはないものであ
る。
  さらに、同財団は設立以来、産官学にわたる農業水利専門の研究組織を
設置し、本件業務で必要としている農業水利に関する情報等を把握し、分
析する高度な能力を有していること、かつ、水利施設の技術基準の検討な
どの幅広い業務の実績があること等から、同研究所に委託した場合、円滑
な事業の実施が可能であり、履行期限の短縮及び経費の節減等が図られ
ると認められるものである。
　以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、財団
法人日本農業土木総合研究所以外にないと考えられるため。　（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

262
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度農業集落排水新技
術開発調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月9日 2,100,000

  本事業は、汚泥コンポストの肥料としての特徴、肥効時期及び汚泥コンポ
ストを利用することによる環境への影響を調査するものである。
　汚泥コンポスト由来窒素の地下への溶脱量を正確に測定するためには、
不攪乱大型土壌を設置し、溶脱水を同時に採取できる装置を用いた試験
が望ましく、加えて汚泥コンポスト施用土壌から発生する温室効果ガスの
測定にはチャンバーを用いてガスを採取する必要がある。このように、汚泥
コンポスト由来窒素は、地下と大気へ連動しながら変動するため、同時に
測定することが望ましく、地下・大気環境への影響を同時に測定できる装
置（農業集落排水汚泥コンポスト動態解明装置）が必要である。
　独立行政法人農業工学研究所は、農業集落排水汚泥コンポスト動態解
明装置を製作するノウハウと、安定同位体比を用いた窒素の動態解明を
行う技術を有する唯一の機関であり、当団体においては、前年度に「平成
１６年度農業集落排水新技術開発調査委託事業」を実施し、良好な成果を
あげており、既に農業集落排水汚泥コンポスト動態解明装置を設置してい
る。したがって、本装置を製作するノウハウを有し、実際に装置を設置して
いるのは当団体以外になく、本実験装置がないと本委託契約は成立しな
い。 このことから、本事業を効率的かつ円滑に実施できるのは、当団体以
外に考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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263
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農業集落排水施設
整備効率化調査委託業務一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月14日 12,887,000

  本事業は、農業集落排水施設で多くの導入実績（９００地区）がある回分
式活性汚泥法の施設について一層効率的な整備を行うために、ライフサイ
クルコスト縮減を考慮した代替技術の開発及びその性能の検証を行い、効
率的な更新技術を確立するものである。
　（社）地域資源循環技術センターは、農業集落排水事業を円滑かつ適正
に推進するため、技術開発、調査研究、普及啓発、技術指導等を行うこと
を目的として、同事業の推進を図る市町村等が会員となって設立された公
益法人である。当団体は、農村に適した汚水処理技術に精通し、日々進歩
する汚水処理技術の開発に携わり、本事業の対象である回分式活性汚泥
法による処理方式についても技術情報公開型の汚水処理施設を複数開発
するなど、農業集落排水施設に関する高度な専門知識と技術力を有して
いる。このように、当センターは本事業の遂行に必要な多くのノウハウを有
しているとともに、実汚水を導入した農業集落排水技術の実験設備を有す
る機関は当センターしかなく、コスト縮減を考慮した代替技術の開発にあ
たっては、当実験設備による実証試験が不可欠であり、当該設備がなけれ
ば本委託契約が成立しない。
　このことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、当団体以外に
考えられないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

264
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度農業農村整備事業
発注者支援技術整備委託業務
一式

支出負担行為担当官
農林水産省農村振興局
長
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月21日 6,800,000

(1)本事業は、平成17年4月1日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び平
成17年8月26日閣議決定された「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進する
ための基本的な方針（以下、「基本方針」という。）で、公共工事の品質を図るため、国及び都道府
県による市町村等が行う発注関係事務を適切に実施できるよう支援することが規定された。
  農業農村整備事業は、市町村等による補助事業が多数実施されており、国が市町村等の行う発
注関係事務を支援することにより、工事の品質確保、コストの縮減及び技術力の向上等に繋がり、
農業農村整備事業の効率的な推進に資することが可能となるものである。
  このため、農村振興局においても基本方針に基づく「農業農村整備事業の今後の取組み方針
（以下、「取組方針」という。）をとりまとめたところであり（平成17年12月7日付けで地方農政局へ通
知）、今後市町村に対して積極的に支援をしていくこととしており、本委託業務における手引書につ
いても早急に作成する必要がある。
  本委託業務における手引書は、現在実施されている市町村等発注関係事務において、現場で発
生している具体的な課題の分析や具体的な課題に対する処理方針をとりまとめるものである。
（２）本事業の実施者は、農業農村整備事業に係る農協土木分野の発注関係事務に広く精通し、
市町村等の末端で発生している課題等について把握・理解していなければならないが、全国土地
改良事業団体連合会は、定款で「土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助」、「土地改
良事業に関する教育及び情報の提供」等が定められており、その事業の一環としてかねてから農　
業農村整備事業の補助事業に係る現地指導、発注者支援や研修を実施している。さらに、平成１
６年度から「農協農村整備技術強化対策事業」のコスト縮減対策事業において、市町村における
発注関係事務に関する資料収集や、民間技術を活用した入札契約をはじめとするコスト縮減対策
の導入手法の普及・推進を図っており、農業農村整備事業における発注関係事務について広く精
通し、これまでも現地指導・支援で培った現場における課題等について十分認識している。
　本事業は、全国土地改良事業団体連合会がこれまでに実施してきた市町村への発注支援の過
程で得られたノウハウを最大限に活用することが、本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観
点から不可欠と考えられる。
（３）また取組方針の策定時期から、本業務の実施期間は短期間とならざる得ない
ことから、本業務の円滑かつ適切な実施には全国土地改良事業団体連合会を活
用することが不可欠と考えられる。
（４）上記の事情から、本件委託事業に求められる成果を短期間に達成できるの
は、全国土地改良事業団体連合会以外ないと考えられるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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265
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度既存ストック等の効
率的管理による環境の保全・再
生・創出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
川村　秀三郎
（東京都千代田区霞が
関１-２-１）

平成17年12月22日 9,376,000

本事業は、農業水利施設等についてエコロジカルネットワーク（生物の生
息域と移動経路から構成）の形成など良好な環境を創出するための整備
手法と、それら施設の適切な維持管理の手法を検討するものであるが、本
事業を適切に実施するためには、農村環境の特徴に精通するとともに、農
村地域に生息・生育する生物、農業生産活動及び農業農村整備事業につ
いても精通している必要があり、また、本事業は平成16年度に実施した「エ
コロジカルネットワークの構築に向けた公共事業連携方策検討調査」に引
き続いて実施するものであるが、昨年度においては聞き取り調査や既存の
環境に関する資料を活用してエコロジカルネットワークの構想案を作成す
る手法について検討し、今年度においては、昨年度調査の手法を踏まえ構
想案からエコロジカルネットワークの整備を推進していくための取り組み手
法について検討するものである。　これらの調査結果は平成19年度に策定
される国土形成計画の検討に反映されることとされており、平成16年度及
び17年度において各省庁が同一の視点と統一性を持って連携して実施す
る必要があることから、上記調査を熟知している必要があるため、本事業
の成果を達成できるのは同調査を実施している同センター以外に考えられ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

266
（財）日本水土総合研究
所

平成１７年度「水と食と農に関す
る国際会議」開催委託業務一式

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1月27日 9,203,000

　本事業の目的は、平成１８年３月にメキシコにおいて開催される第４回世
界水フォーラムにおいて、食料生産と農村開発に果たす農業用水の役割
や多面的機能に関する国際理解を醸成するため、当省の主催で開催され
る予定である「水と食と農に関する国際会議」の円滑な運営を図るものであ
る。
　また、第４回世界水フォーラムで我が国を含むアジアモンスーン地域にお
ける農業用水の役割や多面的機能の重要性を効果的に主張するための
技術的なレポートを作成するものである。
　本事業を遂行するに当たっては、国際会議の運営に係る豊富な経験やノ
ウハウを有していることが不可欠である。さらに、当該会議を開催するに
は、国際的な水議論、諸外国における農業利水の実態及び水利行政、ア
ジアモンスーン地域における水田農業の特性等について熟知していること
が求められ、これらの経験・知識を有する専門機関に委ねることが不可欠
である。
　今回の随意契約の相手先である（財）日本水土総合研究所は、世界水
フォーラムの実施母体である世界水会議へ職員を理事として派遣（農業用
水関係では唯一の理事）しており、水フォーラムに関する適切な情報入手、
効果的な会議運営及び情報発信が可能であると同時に、国際かんがい排
水委員会の日本事務局を兼任していることから、本事業の遂行に必要な
専門家を有している。
　また、第３回世界水フォーラムにおいて、当省主催の非公式閣僚会議で
ある「水と食と農」大臣会議の開催に係る「平成14年度　第３回世界水
フォーラム非公式閣僚会議等委託事業」の受託団体であり、各国の閣僚級
高官を招待して開催された非公式閣僚会議準備会合・本会合の準備・運
営を円滑に行った実績がある。
　さらに、アジアモンスーン地域における水田農業及び国際水議論に関す
る各種業務の実績や、国際かんがい排水委員会及び国際水田・水環境
ネットワーク（INWEPF)等の国際水会議での報告書の作成及び会議運営に
関する豊富なノウハウを有している。
これらの会議運営・海外の専門家との情報交換・資料収集等のノウハウを
本委託事業において活用することが必要である。
　以上のことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、（財）日本
水土総合研究所以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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267 富士ゼロックス（株）
電子複写機（ゼロックス）の賃貸
借及び保守契約１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2月1日 3,809,400
有利な価格をもって契約できることから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

268
（財）都市農山漁村交流
活性化機構

平成１７年度農村振興総合企画
調査事業委託業務一式

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2月6日 1,015,000

本事業は、都市と農山漁村の共生・対流の国民運動的な展開を図るため、
民間の自主的な取組を促進するための支援のあり方等について調査する
ものである。本事業を適切に実施するためには、民間による都市と農山漁
村の交流活動についての詳細な知見が求められる。財団法人都市農山漁
村交流活性化機構は、都市農山漁村の交流に関する様々な情報を有する
とともに、都市と農山漁村の交流の促進、農山漁村地域の活性化等に関
する調査・研究の実績を有しており、本業務で検討予定の内容に関し、幅
広く詳細な知見を有する唯一の団体であること。また、同機構は、平成１５
年度～１６年度にかけて本件委託調査を実施した実績があり、これまでの
成果を踏まえ、最終年度である本年度の事業を行うことが、事業の効率的
な実施等に資するため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

269
（財）日本水土総合研究
所

平成１７年度ほ場整備を契機とし
た担い手の育成状況等調査委
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2月8日 7,960,000

  本事業は、担い手の育成状況や農地集積状況の経年的な実態を調査す
るものであるが、平成１７年１０月末に決定された経営所得安定対策等大
綱により担い手の要件が変更されたこと、また、新たな担い手要件である
集落営農を促進するための新規事業である集落営農育成基盤整備事業
（平成１８年度概算決定）が創設されたこと等を踏まえて経営発展状況の
実態を把握する必要が生じたことから、年度内の限られた期間で、緊急に
実施せざるをえなくなったものである。 
  また、当省では、ほ場整備による基盤条件の改善と担い手の育成等の各
種推進施策を連携（総合化）させて効果的に実施する取り組みを進めてい
るところであるが、この総合化についての効果を把握するため、総合化手
法の効果について検討を行う「ほ場整備の総合化手法の効果予測等に関
する調査」（以下「総合化手法調査」という。）を昨年度から３カ年計画で実
施しているところである。
  総合化手法調査は、農家の就農状況や営農意向等から農業構造の動態
を解析するシステムを用いて耕作放棄地、農業所得、経営規模について将
来予測（20～30年後）を行うものであるが、この調査で得られた解析手法
等のノウハウやデータを本調査の事業対象地区に適用すれば、ほ場整備
完了時～現在に至る期間の分析が容易に出来るほか、当該地区の将来
の農地の利用集積や耕作放棄の状況についての予測が初めて可能にな
るものである。
  総合化手法調査は、昨年度から引き続き財団法人日本水土総合研究所
（以下「総研」という。）に委託して実施しており、上記の事情から、本事業
は総研に委託した場合にのみ、３月末までの短期間に事業を完了できるも
のである。総研以外の者に委託すれば、期限内の履行を達成できないば
かりか、総研が総合化手法調査を通じて得たノウハウ等を修得するための
検討が別途必要となるため、経費の増高や調査水準の低下を招くなど、当
省にとって不利と考えられる。
　上記の事由から、本事業に求められる成果を達成できるのは総研以外に
はないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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270
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度農村総合整備事業
実施調査委託業務一式

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2月15日 1,583,000

　本事業は、農村総合整備事業等の効果的な実施あるいは新たな推進方
策に資するために、土地改良施設管理者、地方公共団体、地域住民、ＮＰ
Ｏなどが地域づくりのために協定を締結し、土地改良施設としての本来機
能を発揮しながら地域の活性化にも資する優良事例を選定し、各地区にお
ける協定締結の経緯及び内容、役割及び費用分担、土地改良施設の利活
用方法、効果や課題等について現地における聞取り等を含め詳細な調査
を実施するものである。
　全国土地改良事業団体連合会は、土地改良施設等の管理主体である全
国の市町村及び土地改良区等の団体が会員となって組織した都道府県土
地改良事業団体連合会を会員とし、土地改良事業に関する技術的な指
導、援助、情報提供等を実施しており、本事業の実施に不可欠な地区選定
に必要なデータや優良事例、全国の土地改良区、市町村等の情報、土地
改良事業に関する専門的知識、費用や考え方を調査するための調査対象
地区との密接な連携などを有している。
　これらを最大限に活用することにより、経費の節減等が図れ、本事業の
円滑かつ効率的な実施が可能となるものであり、このようなデータやノウハ
ウを有するのは全国土地改良事業団体連合会以外に考えられないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

271
独立行政法人農業生物
資源研究所

２１世紀最大の未利用資源のた
めの「昆虫・テクノロジー」研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 434,078,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

272
独立行政法人農業生物
資源研究所

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 65,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

273
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 1,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

274
独立行政法人農業生物
資源研究所

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 30,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

275
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 18,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

276
独立行政法人水産総合
研究センター

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 25,049,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

277
独立行政法人食品総合
研究所

アグリバイオ実用化・産業化研
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 59,600,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

278
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月20日 9,690,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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279
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月20日 5,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

280
独立行政法人農業生物
資源研究所

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 36,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

281
独立行政法人家畜改良
センター

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 21,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

282
独立行政法人水産総合
研究センター

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 13,342,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

283
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 10,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

284
（社）農林水産先端技術
産業振興センター

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月17日 38,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

285
独立行政法人農業生物
資源研究所

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月6日 13,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

286
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

安全・安心な畜産物生産技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月17日 136,661,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

287
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 76,362,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

288
独立行政法人農業生物
資源研究所

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 42,608,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

289
独立行政法人農業環境
技術研究所

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月13日 86,064,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

290
独立行政法人食品総合
研究所

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 113,885,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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291
独立行政法人森林総合
研究所

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月13日 10,780,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

292
独立行政法人林木育種
センター

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 7,330,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

293
独立行政法人水産総合
研究センター

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月13日 4,175,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

294
独立行政法人種苗管理
センター

遺伝子組換え生物の産業利用
における安全性確保総合研究に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月13日 13,656,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

295
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）及び人獣
共通感染症の制圧のための技
術開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 809,327,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

296
独立行政法人農業生物
資源研究所

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）及び人獣
共通感染症の制圧のための技
術開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 9,585,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

297
独立行政法人水産総合
研究センター

ウナギ及びイセエビの種苗生産
技術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 185,501,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

298
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

沖縄対応特別研究に係る委託事
業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月24日 34,474,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

299
独立行政法人水産総合
研究センター

海洋生物資源の変動要因の解
明と高精度変動予測技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 93,796,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

300
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

ゲノム育種による効率的品種育
成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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 229,676,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

301
独立行政法人農業生物
資源研究所

ゲノム育種による効率的品種育
成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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 1,234,134,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

302
独立行政法人食品総合
研究所

ゲノム育種による効率的品種育
成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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 3,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

- 65 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

303
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

ゲノム育種による効率的品種育
成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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月25日 5,671,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

304
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

高生産性地域輪作システム構築
事業に係る委託事業

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

平成17年7月28日 130,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

305
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

国際共同研究人材育成推進事
業に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月21日 18,412,000

本委託事業は、開発途上地域における問題で我が国が主体的に取り組む
べき重要分野について、国際機関である国際農業研究協議グループ（ＣＧＩ
ＡＲ）と連携し、我が国若手研究者の育成を図るものである。独立行政法人
国際農林水産業研究センターは、開発途上地域における食料・環境等に
関する共同研究等を通じて国際貢献を行っており、かつ、ＣＧＩＡＲから拠点
研究所として認定されている我が国唯一の研究機関であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

306
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

食と農の安全確保のための多国
間研究交流ネットワーク事業に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月7日 6,475,000

本委託事業は、アジアを中心とした食と農の安全に関する問題や課題等
の情報交換と共通認識の形成等を図り、研究交流ネットワークの構築に資
するものである。独立行政法人国際農林水産業研究センターは、ＦＡＯアジ
ア・太平洋農業研究協議会（ＡＰＡＡＲＩ）のメンバーであり、また、国内にお
いても国内産学官連携の国際研究フォーラム（Ｊ－ＦＡＲＤ）を主宰してお
り、農業・林業・水産業・畜産業・草地など多岐にわたる研究の実施及びア
ジアにおける交流実績や研究情報の蓄積が豊富でネットワークの中核とな
りうる体制を有している唯一の研究機関であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

307
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

食と農の安全確保のための多国
間研究交流ネットワーク事業に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月15日 5,087,000
本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術を有しているのは、独立行
政法人農業・生物系特定産業技術研究機構のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

308
独立行政法人食品総合
研究所

食と農の安全確保のための多国
間研究交流ネットワーク事業に
係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月5日 2,313,000
本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術を有しているのは、独立行
政法人食品総合研究所のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

309
独立行政法人食品総合
研究所

食の安全性と新規食品に関する
国際ワークショップに係る委託事
業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月22日 1,743,000

本委託事業は、農林水産技術会議事務局とフランス国立農学研究所との
間で締結された農業科学・技術分野における協力計画に係る実施取決め
により課題及び研究機関が決定されたものであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

310
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 262,580,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

311
独立行政法人農業生物
資源研究所

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 72,369,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

312
独立行政法人農業環境
技術研究所

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 3,114,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り
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313
独立行政法人食品総合
研究所

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 456,671,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

314
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 6,951,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

315
独立行政法人森林総合
研究所

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 2,970,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

316
独立行政法人水産総合
研究センター

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 24,256,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

317
独立行政法人農林水産
消費技術センター

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 8,105,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

318
独立行政法人国立健康・
栄養研究所

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 23,697,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

319
独立行政法人種苗管理
センター

食品の安全性及び機能性に関
する総合研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月31日 4,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

320
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 936,562,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

321
独立行政法人農業生物
資源研究所

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 12,062,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

322
独立行政法人農業環境
技術研究所

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 2,007,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

323
独立行政法人農業工学
研究所

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月24日 12,287,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

324
独立行政法人食品総合
研究所

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 25,635,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り
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325
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 6,253,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

326
独立行政法人森林総合
研究所

新鮮でおいしい「ブランド・ニッポ
ン」農産物提供のための総合研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 4,907,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

327
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

生物機能の革新的利用のため
のナノテクノロジー・材料技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 3,493,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

328
独立行政法人農業生物
資源研究所

生物機能の革新的利用のため
のナノテクノロジー・材料技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 50,400,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

329
独立行政法人食品総合
研究所

生物機能の革新的利用のため
のナノテクノロジー・材料技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 71,262,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

330
独立行政法人森林総合
研究所

生物機能の革新的利用のため
のナノテクノロジー・材料技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 16,800,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

331
独立行政法人産業技術
総合研究所

生物機能の革新的利用のため
のナノテクノロジー・材料技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 1,861,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

332
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

生物機能を活用した環境負荷低
減技術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月18日 194,686,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

333
独立行政法人農業生物
資源研究所

生物機能を活用した環境負荷低
減技術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月18日 7,010,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

334
独立行政法人農業環境
技術研究所

生物機能を活用した環境負荷低
減技術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月18日 10,615,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

335
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

戦略的国際農業研究基盤調査
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 13,609,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

336
独立行政法人農業工学
研究所

戦略的国際農業研究基盤調査
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 8,456,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

- 68 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

337
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

体細胞クローン動物安定生産技
術の確立研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月18日 34,194,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

338
独立行政法人農業生物
資源研究所

体細胞クローン動物安定生産技
術の確立研究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月13日 4,700,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

339
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 102,244,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

340
独立行政法人農業環境
技術研究所

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 37,688,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

341
独立行政法人農業工学
研究所

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 3,900,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

342
独立行政法人食品総合
研究所

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 80,171,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

343
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 2,400,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

344
独立行政法人森林総合
研究所

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 59,250,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

345
独立行政法人水産総合
研究センター

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 82,781,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

346
独立行政法人水産大学
校

地球温暖化が農林水産業に与
える影響の評価及び対策技術の
開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 3,200,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

347
独立行政法人森林総合
研究所

地球規模水循環変動が食料生
産に及ぼす影響の評価と対策シ
ナリオの策定に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 12,611,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

348
独立行政法人農業工学
研究所

地球規模水循環変動が食料生
産に及ぼす影響の評価と対策シ
ナリオの策定に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 39,174,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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349
独立行政法人農業環境
技術研究所

地球規模水循環変動が食料生
産に及ぼす影響の評価と対策シ
ナリオの策定に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月3日 17,156,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

350
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

地球規模水循環変動が食料生
産に及ぼす影響の評価と対策シ
ナリオの策定に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 22,945,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

351
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

つくばリサーチギャラリー委託事
業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月4日 46,045,000

本委託事業は、農林水産業における研究開発の内容を公開し、農林水産
関係者への成果の普及と、国民の関心と理解の促進に資するものである。
平成５年度補正予算により農林水産省農業研究センター（当時）に整備さ
れた「つくばリサーチギャラリー」は、平成１３年度の独立行政法人化に伴
い独立行政法人農業技術研究機構(当時）へ出資されたところである。独
立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は当該施設の管理者で
あるとともに、施設運営に係る豊富な実績と農林水産分野の中心的な研究
機関として関連研究機関等との密接なネットワークを有する唯一の機関で
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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

352
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

データベース・モデル協調システ
ムの開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 49,826,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

353
独立行政法人農業環境
技術研究所

データベース・モデル協調システ
ムの開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 2,800,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

354
独立行政法人水産総合
研究センター

データベース・モデル協調システ
ムの開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 9,700,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

355
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月17日 640,778,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

356
独立行政法人農業環境
技術研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月8日 57,718,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

357
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月5日 60,053,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

358
独立行政法人農業生物
資源研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月8日 14,579,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

359
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 3,636,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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360
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月8日 239,429,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

361
独立行政法人森林総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月16日 103,496,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

362
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月15日 104,534,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

363
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月15日 274,638,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

364
独立行政法人農業環境
技術研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月15日 56,935,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

365
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月7日 20,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

366
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 18,849,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

367
独立行政法人生物資源
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月27日 15,630,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

368
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 20,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

369
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 18,521,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

370
独立行政法人森林総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月7日 104,438,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

371
独立行政法人農業工学
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月5日 60,299,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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372
独立行政法人国立環境
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 47,496,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

373
独立行政法人水産大学
校

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 15,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

374
独立行政法人理化学研
究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月12日 35,661,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

375
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　山田　修路　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月15日 8,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

376
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産研究高度化事業に係る
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　山田　修路　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月15日 5,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

377
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産研究高度化事業に係る
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　山田　修路　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月15日 7,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

378
独立行政法人森林総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　村上　秀德　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年1月25日 6,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

379
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産研究高度化事業に係る
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　村上　秀德　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月2日 15,089,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

380
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産研究高度化事業に係る
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　村上　秀德　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月2日 15,250,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

381
（社）農林水産技術情報
協会

農林水産研究高度化事業に係る
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　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月5日 43,528,000

本委託事業は、高度化事業の推進に必要な事務のうち課題の選定、進
行、評価等に必要な調査分析や情報提供業務等である。この事業を効率
的に行うために、農林水産分野の試験研究について精通した多様な人員
を十分確保し業務の実施体制が組織的に整備されおり、当該事業の応募
対象とならない機関であり中立的立場で業務遂行が可能な機関は（社）農
林水産技術情報協会以外にはないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

382
（社）農林水産技術情報
協会

農林水産試験研究成果保全に
関する調査委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月17日 2,674,000

農林水産分野の研究成果における技術的内容についての専門的な知識
を有し、農林水産関連研究分野全体の知的財産権の動向に精通している
事業者は当該団体以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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383
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 34,849,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

384
独立行政法人農業生物
資源研究所

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 3,719,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

385
独立行政法人農業環境
技術研究所

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 333,344,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

386
独立行政法人森林総合
研究所

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 9,788,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

387
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 20,205,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

388
独立行政法人産業技術
総合研究所

農林水産生態系における有害化
学物質の総合管理技術の開発
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 4,700,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

389
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 569,406,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

390
独立行政法人農業生物
資源研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 27,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

391
独立行政法人農業環境
技術研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 4,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

392
独立行政法人農業工学
研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 460,006,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

393
独立行政法人食品総合
研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 38,600,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

394
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 1,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り
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395
独立行政法人森林総合
研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 88,101,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

396
独立行政法人水産総合
研究センター

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 87,845,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

397
独立行政法人北海道開
発土木研究所

農林水産バイオリサイクル研究
に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月14日 13,900,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

398
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

バイオテクノロジーに関する途上
国研究者の能力構築に係る委託
事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月21日 8,727,000
本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術については、独立行政法人
国際農林水産業研究センターが特許を取得しており、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

399
（社）農林水産先端技術
産業振興センター

みんなで考えるバイテク推進事
業に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月17日 81,297,000

本委託事業は、バイオテクノロジー等先端技術に関する信頼を高めるた
め、情報提供やコミュニケーションを推進するものである。本事業の実施に
は、遺伝子組換え技術等に関する専門的な知識を有し、コミュニケーション
が可能なホームページを運営できることに加え、遺伝子組換え技術等に関
するコミュニケーションを推進するための人材養成やシンポジウム、出前講
座、意識調査のノウハウが不可欠であり、これらの能力及び事業遂行可能
な体制を有している事業者は当該団体以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

400
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

野生鳥獣による農林業被害軽減
のための農林生態系管理技術
の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 7,390,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

401
独立行政法人森林総合
研究所

野生鳥獣による農林業被害軽減
のための農林生態系管理技術
の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 82,617,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ― １７年度限り

402
（社）農林水産技術情報
協会

融合新領域研究戦略的アセス調
査　
　　
　　
（産業化・実用化の可能性調査）

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

平成17年8月22日 20,434,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の
実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査
であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待
される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るため
の調査を行うものである。社団法人農林水産技術情報協会は、本事業遂
行に必要な市場動向や経済効果等の検証能力、研究成果の産業化・実用
化への可能性を見極める能力、産学官にわたる情報ネットワークを有する
唯一の機関であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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403
独立行政法人農業生物
資源研究所

融合新領域研究戦略的アセス調
査　
　　
　　
（産業化・実用化の可能性調査）

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

平成17年10月19日 4,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の
実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査
であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待
される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るため
の実証試験を行い、技術的活用の可能性の見極めを行うものである。独
立行政法人農業生物資源研究所は、実証試験課題「体細胞クローン技術
を用いた医療用モデル豚の開発（クローン豚作出技術の高度化）」につい
て、極めて密接な関連研究を実施しているとともに、本事業の遂行に必要
な高度な研究開発能力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

404
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

融合新領域研究戦略的アセス調
査　
　　
　　
（産業化・実用化の可能性調査）

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

平成17年10月19日 4,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の
実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査
であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待
される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るため
の実証試験を行い、技術的活用の可能性の見極めを行うものである。独
立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は、実証試験課題「形質
転換ニワトリ作出法の開発（始原生殖細胞を介した形質転換技術の開
発）」について、極めて密接な関連研究を実施しているとともに、本事業の
遂行に必要な高度な研究開発能力、新領域技術を農林水産分野で活用す
る際の分析能力を有する唯一の機関であり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

405
（社）農林水産技術情報
協会

融合新領域研究戦略的アセス調
査（技術的評価）

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

平成17年8月22日 33,364,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の
実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査
であり、このうち「技術的評価」は、新領域を融合させる研究開発課題につ
いて、農林水産研究プロジェクト化に向けた検証を行うものである。社団法
人農林水産技術情報協会は、本事業遂行に必要な国内外の農林水産分
野及び関連分野研究の情報、産業化・実用化のための分析能力、農林水
産研究分野に精通したスタッフ、産学官にわたる情報ネットワークを有する
唯一の機関であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

406
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 18,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

407
独立行政法人農業生物
資源研究所

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 1,268,985,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

408
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 12,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

409
独立行政法人家畜改良
センター

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 4,000,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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410
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究のうちＤ
ＮＡマーカーによる効率的な新品
種育成システムの開発に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 312,719,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

411
独立行政法人農業生物
資源研究所

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究のうちＤ
ＮＡマーカーによる効率的な新品
種育成システムの開発に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 9,200,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

412
独立行政法人食品総合
研究所

有用遺伝子活用のための植物
（イネ）・動物ゲノム研究のうちＤ
ＮＡマーカーによる効率的な新品
種育成システムの開発に係る委
託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月27日 2,500,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

413
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

流域圏における水循環・農林水
産生態系の自然共生型管理技
術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 7,802,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

414
独立行政法人農業環境
技術研究所

流域圏における水循環・農林水
産生態系の自然共生型管理技
術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 31,034,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

415
独立行政法人農業工学
研究所

流域圏における水循環・農林水
産生態系の自然共生型管理技
術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 79,200,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

416
独立行政法人森林総合
研究所

流域圏における水循環・農林水
産生態系の自然共生型管理技
術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 46,248,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

417
独立行政法人水産総合
研究センター

流域圏における水循環・農林水
産生態系の自然共生型管理技
術の開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月26日 33,186,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

418
（社）農林水産先端技術
産業振興センター

アグリバイオ実用化・産業化研
究に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月8日 30,000,000
本委託事業は、企画競争を実施した結果、（社）農林水産先端産業振興セ
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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

419
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

原子力試験研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 26,382,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

420
独立行政法人農業生物
資源研究所

原子力試験研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 52,965,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

421
独立行政法人農業工学
研究所

原子力試験研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 15,124,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

422
独立行政法人食品総合
研究所

原子力試験研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 8,726,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

423
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

公害防止等試験研究費による研
究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 31,028,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

424
独立行政法人農業環境
技術研究所

公害防止等試験研究費による研
究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 30,217,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

425
独立行政法人農業工学
研究所

公害防止等試験研究費による研
究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 3,906,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

426
独立行政法人北海道開
発土木研究所

公害防止等試験研究費による研
究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 2,769,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

427
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

地球環境研究総合推進費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 25,384,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

428
独立行政法人農業生物
資源研究所

地球環境研究総合推進費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 16,058,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ― １７年度限り

429
独立行政法人農業工学
研究所

地球環境研究総合推進費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月24日 6,498,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

430
独立行政法人農業環境
技術研究所

地球環境研究総合推進費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 143,851,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

431
独立行政法人国際農林
水産業研究センター

地球環境研究総合推進費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 11,278,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

432
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

地球環境保全試験研究費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 16,988,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算
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433
独立行政法人農業環境
技術研究所

地球環境保全試験研究費による
研究開発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 4,158,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

434
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

放射能調査研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 12,697,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

435
独立行政法人農業環境
技術研究所

放射能調査研究費による研究開
発に係る委託事業

支出負担行為担当官　　
農林水産技術会議事務
局長　西川　孝一　　　
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 48,030,000
本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結
果、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

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

436 （財）肥料経済研究所
先端技術を活用した農林水産
研究高度化事業に係る委託事
業

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

平成17年7月22日 12,076,000
本委託事業は、中立的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

その他のもの ―
中立的第三者
機関

437 富士ゼロックス（株） 複合機保守業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年4月1日 1,750,700

本業務は一般競争により、購入された複合機の使用枚数に応じた保守を
行う契約であり、社内研修を受け機器に精通し、かつ、修繕用の部品を保
有する富士ゼロックス社以外と契約を締結することは不可能であるために
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

438 富士ゼロックス（株） 電子複写機（白焼）保守業務料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年4月1日 100,000

本業務は過去において購入された電子複写機の使用枚数に応じた保守を
行う契約であり、社内研修を受け機器に精通し、かつ、修繕用の部品を保
有する富士ゼロックス社以外と契約を締結することは不可能であるために
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

- 78 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

439 （財）農林弘済会
筑波農林団地（７号団地）電気設
備及び機械設備等に係る運転保
守業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年4月1日 192,594,843

　本業務は、筑波事務所、(独)農業・生物系特定産業技術機構、(独)農業
生物資源研究所、(独)農業環境技術研究所、(独)農業工学研究所、(独)食
品総合研究所の研究施設、特殊実験施設、温室等、４７６棟に及び施設の
電気、空調、各種設備・機器の運転管理及び保守点検を一体システムとし
て行うものである。
　この施設は、筑波事務所に設置するエネルギーセンター（高温水：145℃
／９気圧、電気66,000Ｖ）から地下共同溝（約４km）を通じ各独法に設置さ
れたサブエネルギーセンターに送り、そこから各研究特殊施設へ共同溝
（約５km）や埋設配管等を経てエネルギーを供給し２４時間３６５日エネル
ギーを循環させる一体的なシステムであり、事故に対する責任の所在の観
点から、関係６機関の連名による契約を実施している。
　また、本施設の構造及び設備内容は他に類例のない極めて大規模かつ
高度であるほか、設備内容のほとんどが特注であり、この操作・運転管理
には極めて高い技術力及び経験が必要である。
　特に、研究実験に必要な特殊実験棟や精密温室等の運転管理は研究推
進内容を熟知した対応が必要であるばかりか研究者と連携が不可欠であ
る。試験研究は動物、植物、微生物、菌類等を対象とするため研究期間が
長くエネルギーの継続的・安定的な供給が絶対条件でありエネルギーの供
給停止に至るトラブルは研究資産の逸失に繋がり研究への支障は計り知
れないものとなる。 
　このことから、この施設を設置して以来約２８年間１回も事故が無く、高い
技術力、設備内容・研究内容の熟知及び研究者と密接に連携した対応と
経験を有し、かつ、その組織的対応ができる（財）農林弘済会しか本業務を
行うことはできない。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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

440
（社）農林水産技術情報
協会

平成17年度「農林水産関係文献
機械検索データ作成」委託業務 
1式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年7月7日 11,344,000

　国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）は、世界各国及び国際機関の協力のもと
に「国際農業科学技術情報システム（アグリス）」を構築し世界各国へ提供
している。
　筑波事務所は、日本における当該システム入力センターとして日本国内
の農林水産分野の英文文献書誌情報を主題分析・キーワード付与等の
データ処理の上ＦＡＯに送ると共に、ＦＡＯから提供された世界各国の農林
水産関係分野に関する文献書誌情報を網羅したアグリスデータを、我が国
の農業研究の円滑な推進のために全国の農林水産関係試験研究機関等
に提供している。
　本業務を遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術
雑誌に掲載されている英文文献について主題分析・キーワード付与等の
データ処理を行う必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関
する専門用語を熟知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろん
のこと、英語の学術論文について執筆・審査等を行った経験や理解が出来
ることが必要になる。また、英文の農林水産関係論文には学術用語、学名
等にラテン語が使用されているものがあるため、ラテン語を理解する能力
が必須である。
　データ処理に当たっては、ＦＡＯが規定する１７分野（育種・バイテク、栽培
（水田）、栽培（畑作）、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・
農業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、
食品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業）の各分野
専門用語に熟知していることが必要であり、更に業務の全体管理を行うた
めには、農林水産業に係る研究開発業務に約２０年程度従事し、研究管理
経験が必須である。
　（社）農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処
理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精
通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお
り、本業務を実施できるのは（社）農林水産技術情報協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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441
（社）農林水産技術情報
協会

ＪＡＳＩデータベース入力業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年8月29日 11,130,000

  本業務は、国内で毎年発行される農林水産関係の学術雑誌約５００誌に
掲載された論文等の中から、筑波事務所が定める収録・採録基準に従って
研究の重要度、汎用性等を考慮し７，０００件抽出し、その書誌情報（書誌
事項、注記事項等）を日本語版データベース化しそれを提供することによ
り、我が国の農業研究の円滑な推進を図るものである。
　本業務遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術雑
誌に掲載されている各文献の主題や種類を解析して採録文献を選定する
必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関する専門用語を熟
知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろんのこと、その学術論
文に付随する研究内容、研究動向、研究の位置づけ等を理解できることが
必須で、具体的には入力データの抽出処理にあたり農林水産研究に関わ
る１２の分野（農学一般、農業経営、農学、化学、食料、農業工学、蚕糸、
畜産、林学、水産、基礎科学、その他）に精通した各専門家を擁しているこ
とが必須である。
　（社）農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処
理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精
通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお
り、本業務を実施できるのは（社）農林水産技術情報協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

442
（社）農林水産技術情報
協会

農林水産技術用語集作成のた
めの用語選定業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年12月7日 8,133,000

本業務は、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）作成のAGROVOC（欧米版農業
用語集）及び、各学会等が作成した学術用語集を統合し、かつAGROVOC
に収録されていない日本及びアジア地域の農業技術、農業事情に関わる
用語（水田農業、農業土木等）を付加した新しい用語集を作成するもので、
農林水産関係の研究者が利用する代表的な学術事典、用語辞典の索引
に記載されている専門用語をベースにして、AGROVOC日本語版や国内の
農林水産関係の学会等が作成した学術用語集等を参考にして、各専門分
野ごとに専門用語の選定、選定した用語の英訳を行うものである。
　本用語集はFAOに提出するとともに、データベース化してインターネットに
より提供し、我が国の研究の円滑な推進を図るものである。
　本業務の処理に当たっては、対象とする学術用語が農林水産関係の広
範囲にわたっていることから、農林水産関係の専門分野の用語を熟知して
いて、かつ論文作成における専門用語の利用、主題把握等の能力と経験
が必要であり、農林水産研究に関わる１７分野（育種・バイテク、栽培（水
田）、栽培（畑作）、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・農
業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、食
品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業）に精通した多
くの専門家を擁することが必要である。
　（社）農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処
理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精
通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお
り、本業務を実施できるのは（社）農林水産技術情報協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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443
（社）農林水産技術情報
協会

ＡＧＲＩＳデータベース作成業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成18年2月20日 6,409,000

　国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）は、世界各国及び国際機関の協力のもと
に「国際農業科学技術情報システム（アグリス）」を構築し世界各国へ提供
している。
　筑波事務所は、日本における当該システム入力センターとして日本国内
の農林水産分野の英文文献書誌情報を主題分析・キーワード付与等の
データ処理の上ＦＡＯに送ると共に、ＦＡＯから提供された世界各国の農林
水産関係分野に関する文献書誌情報を網羅したアグリスデータを、我が国
の農業研究の円滑な推進のために全国の農林水産関係試験研究機関等
に提供している
  今回の契約は、ＦＡＯから日本国データー入力件数が他国に比べ非常に
少ないことから追加要請があり、これに応えるため本業務を行うものであ
る。
　本業務を遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術
雑誌に掲載されている英文文献について主題分析・キーワード付与等の
データ処理を行う必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関
する専門用語を熟知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろん
のこと、英語の学術論文について執筆・審査等を行った経験や理解が出来
ることが必要になる。また、英文の農林水産関係論文には学術用語、学名
等にラテン語が使用されているものがあるため、ラテン語を理解する能力
が必須である。
　データ処理に当たっては、ＦＡＯが規定する１７分野（育種・バイテク、栽培
（水田）、栽培（畑作）、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・
農業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、
食品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業）の各分野
専門用語に熟知していることが必要であり、更に業務の全体管理を行うた
めには、農林水産業に係る研究開発業務に約２０年程度従事し、研究管理
経験が必須である。
　（社）農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処
理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精
通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお
り、本業務を実施できるのは（社）農林水産技術情報協会以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

444
独立行政法人食品総合
研究所

平成１７年度「実験設備（ＮＭＲ）
遠隔利用システムの開発」委託
事業

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音台
２－１－９）

平成17年6月14日 5,694,000

　本委託事業は、高額・高性能であり効率的使用を求められる実験設備を
ＭＡＦＦＩＮネットワークを活用して遠隔利用システムを構築し、多くの研究分
野に提供することを目指したものである。
　（独）食品総合研究所が所有する核磁気共鳴装置(NMR)は、農学系機関
では最新型で解像度が高く（日本に８台）、運用に係る分析センターの体制
を確立している。
　このことから、本業務ができるのは（独）食品総合研究所以外になく競争
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

445

東日本電信電話（株）
法人営業本部　ソ
リューション第一営業
部

つくばＷＡＮネットワーク運
用保守業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音
台２－１－９）

平成17年4月1日 29,925,000

本業務は、契約の相手方が運用しているオペレーティングシステム及
び同社が保有する光ファイバー網を用いて一体的にネットワーク運用
保守を行っている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。

見直しの余地が
あるもの

― １８年度限り

446
東日本電信電話（株）
埼玉支店

電話回線使用料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音
台２－１－９）

（平成17年4月1日） 8,219,990
本業務で必要な回線を提供できる唯一の業者であるため、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）
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447
西日本電信電話（株）
福岡支店

特定通信回線使用料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務
局筑波事務所長
齋藤　修
（茨城県つくば市観音
台２－１－９）

（平成17年4月1日） 16,211,970
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的なプランを選定して
いるため一般競争による価格競争を行うことが現実的ではないため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

448 富士ゼロックス（株） 電子複写機２式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年4月1日 2,236,263
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

449 富士ゼロックス（株） 複合機（カラー）３式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年4月1日 10,972,271
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

450 富士ゼロックス（株） モノクロ複写機１式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年4月1日 1,911,915
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

451
（社）全国農地保有合理
化協会

平成１７年度五所川原地域草地
基盤再編整備基本調査委託　一
式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年6月22日 2,000,000

　当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について調査・検討を行い畜
産的土地利用の再編及び基盤の整備を核とする草地基盤再編基本構想
を策定し、地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とする。
　調査の遂行に当たっては、農地に関する法令、土地の流動化再編施策、
草地の利用及び畜産経営改善等に関する技術的知識、情報を有している
必要があるが、社団法人全国農地保有合理化協会はこれら全ての技術的
知識を有する唯一の専門団体であり競争を許さないため、この者と随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

452
（社）全国農地保有合理
化協会

平成１７年度二戸地域草地基盤
再編整備基本調査委託　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年7月11日 2,000,000

　当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について調査・検討を行い畜
産的土地利用の再編及び基盤の整備を核とする草地基盤再編基本構想
を策定し、地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とする。
　調査の遂行に当たっては、農地に関する法令、土地の流動化再編施策、
草地の利用及び畜産経営改善等に関する技術的知識、情報を有している
必要があるが、社団法人全国農地保有合理化協会はこれら全ての技術的
知識を有する唯一の専門団体であり競争を許さないため、この者と随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

453 （財）日本土壌協会
平成１７年度土地改良調査計画
事業　農村資源リサイクル環境
整備検討調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年9月8日 2,700,000

　本調査は全国版「資源循環調査計画マニュアル」の作成にあたり秋田県
小坂町をモデル地区としてバイオマス資源の実態を把握し資源循環計画
の策定を行うものである。日本土壌協会は生ゴミ、家畜排泄物等の堆肥化
及びバイオマス資源の農地還元等に精通したスタッフを抱え、同様の業務
を適切に行ってきた実績がある。バイオマス資源を循環利用する取組は、
始まったばかりの分野であり知見の蓄積が少なく、民間業者では総合的な
資源循環計画の策定を行える者が存在しない。また、同協会の「メタンガス
発酵ガス化施設概算システム」を活用し、地元が要望する「メタン発酵施
設」について実現可能な構想の提示が行えることから、専門的な知識と協
会の有する幅広いネットワークを活用し総合的見地から効率的に業務成果
が得られる者は（財）日本土壌協会に限られることから、この者と随意契約
を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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454
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

平成１７年度土地改良調査計画
事業　事業計画管理地区調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年8月22日 1,500,000

　本調査は水稲の省力化栽培技術及び水田畑利用作物の栽培技術に関
する各種調査結果の収集と和賀中部地区において各種技術を啓発し営農
推進に資することを目的に行うものである。栽培技術の啓発に当たって
は、現地での実証試験と農家への技術指導にて対応するため、東北管内
の水稲省力化栽培及び水田畑利用作物の栽培技術に関する専門的技術
（緊急時の対応）を有することが不可欠である。同機構はこれらの技術を有
するほか、これまで各種の実証調査を行ってきた実績を持っており、当該
調査を最も効率的且つ効果的に実施することが出来るのは（独）農業・生
物系特定産業技術研究機構　東北農業研究センターに限られることから、
この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

455
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度東北農政局管内国
営ダム技術検討委員会業務の
委託契約　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年4月12日 19,036,500

　管内直轄事業に係る安全で合理的なダム建設のためには、一連の調
査・設計・施工上の諸課題についての対策を高度で専門的立場から検討
を加え、基本的方針を樹立する必要があり、また、過年度の知見を踏まえ
継続的に検討する必要のある案件も含まれる。このような高度で専門的な
条件で業務を遂行できるのは、長年にわたる豊富な経験に基づく専門的知
識と効率的な諸課題の処理に対するノウハウを有する（財）日本農業土木
総合研究所に限られ、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。

　農業用ダムは調査・設計・施工と一連の工程を経て建設されるが、一般
に各工程をまたがる安全性・経済性に基づく諸課題が生じる。
　【ダム建設行程　　調査（地質調査会社）→設計（設計コンサルタント）→
施工（建設会社）　】
　これら、諸課題に対しては調査・設計・施工の全てに精通し、かつ高度な
専門的知識を有する者が綿密な検討を行い合理的に解決を図る必要があ
る。
　地質調査会社・設計コンサルタント・建設会社は、それぞれ各行程毎に専
門的知識を有するが、工程をまたがる課題解決については知識と経験が
不足している。
　東北管内において昭和４０年代の初めから２２ダムに関わっており、個別
工程全てに精通している者は（財）日本農業土木総合研究所に限られるこ
とから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

456
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「田んぼの生きもの
調査」取りまとめ業務の委託　一
式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年6月7日 5,901,000

 本業務は、水田周辺水域の環境について、幅広い知識と高度な分析力を
有する必要があるとともに、極めて専門性の高いものであり、Ｈ１３～１８年
度の６ヵ年で調査を行い、調査結果の集計・分析、取りまとめ、調査マニュ
アルの作成を行うものである。
　本業務は、農村地域における水質、生態系保全等の環境整備に関する
調査・研究・試験業務及び技術開発を実施する業務であることから、特に
生態系保全に係る多くの業務実績と農村地域の自然環境についての深い
知見と技術的蓄積が必要であり、これらの条件を満足する者は（社）農村
環境整備センターに限られることから、この者と随意契約を結ぶものであ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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457
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度水利システムの性
能評価検討業務

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年9月28日 13,597,500

　本業務は、事業地区の水利システムが有する特性を調査し、水利システ
ムの機能と性能を最大に発揮するための管理運営方法を検討することで、
施設の的確な保全管理に資するものである。
　業務の内容は非定型的業務で、先例が少なく、先駆者的に解析するもの
であるため、この業務の遂行に当たり必要となる知見や実績を有する専門
機関に委託するものである。
　（財）日本農業土木総合研究所は、農業水利システムの歴史的・地域的
役割及びこれらの管理実態等に関する幅広い知識と数多くの業務実態を
持っている。加えて性能設計についても平成１２年度からＷＴＯの議論を踏
まえ農業土木分野では先駆的な研究に取り組んできており、個々の農業
水利施設の「機能」や「性能」に関する知見等も有する唯一の機関である。
また、実際に農業水利施設（開水路）の機能及び性能を分析した実績も多
くあり、本業務内容を遂行する技術も十分であると考えられる。
　以上の理由により、（財）日本農業土木総合研究所が最も適していると判
断されるので、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に該当するため。
（農業用水利システムの性能評価はＨ１２年頃から取り入れられた比較的
新しい考え方である。現在の設計基準はＨ１２年度に改訂されており、これ
に基づく定型的な検討では対応が難しい業務である。
　本業務は排水路系について２ヶ年にわたり、水利システムがもつ機能と
性能を分析・評価する業務である。Ｈ１８年度は取りまとめの最終年となっ
ている。
　農業水利施設の「機能」や「性能」の評価に関しては、総研が既にＨ１２年
度から取り組んできている。また、Ｈ１５年度には学識経験者からなる委員
会を設置して、土地改良事業における性能規定化の基本的考え方等につ
いて検討を行っている。
　このように総研は早くから性能評価に関する対応に取り組んでおり、実
績・知見とも豊富である。他社がこのノウハウを取得するには相当の期間
と経費を要することとなる。よって、本業務を遂行できるのは（財）日本農業
土木総合研究所に限られることから、随意契約をこの者と結ぶものであ
る。）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

458
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度東北農政局管内技
術課題検討委員会業務

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－
３－１）

平成17年10月31日 5,260,500

　農業用管水路は、地形条件等により水路形式（クロ－ズド・オ－プン・セミ
クロ－ズド）が多岐に亘っていること、パイプスタンド等を組み合わせた特
殊かつ複雑な構造であること、通水量が大量である一方、非かんがい期の
通水停止により管内部の乾湿が毎年繰り返されること等の特徴を有してい
る。また、その特徴性から予測出来ない様々な諸課題等も多く、管種選定・
設計・操作・維持管理にあっては、他の管水路等と比較して特殊な知識と
技術が要求される。
管内直轄事業による安全かつ合理的な農業用管水路（パイプライン）建設
のためには、このような設計基準等の範疇で予測出来ない諸課題等につ
いて高度で専門的立場から検討を加え、基本的方針を樹立する必要があ
り、また、過年度の完了地区の実態を踏まえ検討する必要がある。
　このような高度かつ専門的な条件で業務を遂行できるのは、農業用管水
路の特徴等に十分な専門的知識を有するとともに、学識経験者を活用して
高度な技術的課題に対処する業務への豊富な経験と専門的なノウハウを
有する（財）日本農業土木総合研究所に限られることから、会計法第２９条
の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３項に該当するた
め。
（農業用パイプラインの調査・設計に関しては設計基準により検討方向が
示されているところである。しかし、設計基準で予測できない諸課題（漏水
事故等）に関しては、現場の特殊事情を考慮しながら対策を検討する必要
がある。
　農業用パイプラインは大規模・大容量で複雑な管網状態の施設である。
事故が発生した場合には周辺に与える影響が大きい。このため、当業務
は専門的立場から検討を行い基本方針を樹立する委員会の運営として、
中立的な立場での検討を行うこととしている。また、当業務は業務工期の
短縮、基準等に基づく定型的な解析・検討を行い営利を求める業務でもな
い。再発防止のためには産官学にわたる幅広い技術力の結集により解
析・検討を行い、他地区へ反映させることも必要となる。
　よって、農業用パイプラインに関するこのような検討には産官学による連
携体制が整っている（財）日本農業土木総合研究所に限られることから、随
意契約をこの者と結ぶものである。）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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459 （社）農業土木事業協会
岩木川左岸（一期）農業水利事
業　岩木川左岸地区水管理制御
設備実施技術検討業務一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
宮本　泰行
（つがる市字荻野１８－
７）

平成17年12月5日 9,975,000

　本業務は、岩木川左岸地区の基幹施設である統合頭首工、幹線用水路
分水工・放水工及び揚排水機場について、地区全体を管理する水管理制
御設備の実施設計を行なうものであり、電気通信設備（水管理制御設備）
に関する高度な知識と経験が必要である。
　また、本業務の実施に当たっては、農業用排水特有の利用実態と特徴を
十分に踏まえたうえで、特定工法に偏らない、幅広で中立的な検討が必要
である。これらの条件を満足する者は（社）農業土木事業協会に限られる。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

460
（財）日本農業土木総合
研究所

岩木川左岸（二期）農業水利事
業　岩木川左岸地区施設管理検
討業務一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
宮本　泰行
（つがる市字荻野１８－
７）

平成17年12月5日 3,696,000

　本業務は、国営岩木川左岸土地改良事業における農業用施設の維持管
理に当たり、これに係る管理手法及び防災対策（集中豪雨、融雪洪水）に
ついて、専門委員から助言・指導を得て、適切な施設管理を行うための基
礎資料とするものである。本業務の実施に当たっては、農業用用排水施設
の維持管理及び防災対策に精通してなければならず、これらの条件を満
足する者は（財）日本農業土木総合研究所に限られる。また、本業務はＨ１
７年度から継続的に実施することにより、前年度までに実施者が得たノウ
ハウが継続的に活用されるため、このことから随意契約をこの者と結ぶも
のとする。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

461
（社）農村環境整備セン
ター

鳴瀬川（一期）・大崎農業水利事
業　二ツ石ダム及び岩堂沢ダム
周辺環境対策検討（その７）業務　
一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字
月蔵１１９－１）

平成17年4月7日 3,349,500

　本業務は、二ツ石ダム及び岩堂沢ダム工事区域周辺に生息している希
少猛禽類の生息環境について工事で与える影響等の検討を行い、継続し
て学識経験者から構成される検討委員会の指導・助言を受けていくもので
ある。
　本業務の実施には、自然環境及び環境行政に関する専門的知見を有す
るとともに、環境に配慮した農業農村整備事業の実施方策に関する豊富な
経験に基づき、検討委員会の円滑な運営及び取りまとめの能力が求めら
れる。
　本業務は平成１１年度から継続的に実施しているものであり、当該地の
環境状況の把握及び各委員との信頼関係を長年にわたり構築しながら当
たってきたところである。このことから、これらの必要とする要件を満足する
のは当該法人に限られることから、会計法第２９条の３第４項により随意契
約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

462 （社）日本森林技術協会

鳴瀬川（一期）・大崎農業水利事
業　二ツ石ダム及び岩堂沢ダム
環境影響調査（その８）業務　一
式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字
月蔵１１９－１）

平成17年4月7日 3,979,500

本業務は、二ツ石ダム及び岩堂沢ダム工事区域周辺に生息している猛禽
類の生態系等を経年調査し、設計・施工に資するものであり、本地区のダ
ム周辺の環境等に精通し、猛禽類保護にかかわる諸種の調査に関して経
験豊富な人材を有し、希少猛禽類調査に多くの実績を有していなければな
らないが、当該法人はこれらに最も精通しており、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

463
（財）農村開発企画委員
会

大崎農業水利事業　大崎地区地
域変遷資料作成業務（委託）　　
１式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字
月蔵１１９－１）

平成17年8月25日 6,279,000

本業務は、大崎地域における農業水利施設の役割とそれに伴う大崎地域
の変遷、また本事業にて改修新設された施設の効果と大崎地域の将来像
を整理・分析し事業誌へ反映させるものである。（財）農村開発企画委員会
は、農村総合整備に関して長年にわたって多くの調査研究実績を有し、農
村整備の歴史や時代背景に関する情報等の資料収集・分析力が極めて優
れており、本業務を実施できる唯一の団体である。また、本業務は、各分
野の学識経験者の協力を得つつ課題検討に取り組んでいくことが必要で
あるが、（財）農村開発企画委員会と契約することにより学識経験者の協
力が得られる。このことから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

464
（社）農村環境整備セン
ター

大崎農業水利事業　地域資源保
全基礎資料作成業務（委託）　　
１式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字
月蔵１１９－１）

平成17年9月8日 5,974,500

本業務は、事業完了後の土地改良施設及び農地・農業用水の保全管理に
ついて地域共同の取り組みの在り方を検討する基礎資料を作成するもの
である。（社）農村環境整備センターは、国営造成施設等に係る地域資源
保全基礎資料の作成を円滑かつ効率的に推進するための専門知識を有
し、新たな政策課題への対応を踏まえつつ、本地域の実情に応じた総合的
な検討が出来る唯一の者である。このことから、この者と随意契約を結ぶ
ものとする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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465
（財）日本グラウンドワー
ク協会

大崎農業水利事業　大崎地域営
農推進調査検討業務（委託）　１
式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字
月蔵１１９－１）

平成18年1月20日 2,467,500

本業務は、新たな地域再生推進の課題として、地域住民と行政のみならず
企業を含めた多様な主体が協働した持続可能な地域振興策の基礎資料を
収集し、その対応策を検討するものである。
本業務の実施には、まだまだ先進事例等に乏しい、地域住民・行政及び企
業の協働によって取り組まれる地域づくりに関する豊富な知識や実践経験
等を有することが求められ、このような条件を満たすのは多様な主体の協
働（パートナーシップ）というグランドワーク的手法を有する唯一の公益法人
である（財）日本グラウンドワーク協会に限られることから、会計法第２９条
の３第４項により随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

466
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度土地改良調査計画
事業
広域農業基盤整備管理調査委
託事業

分任支出負担行為担当
官
東北農政局北奥羽土地
改良調査管理事務所長
畠山　公男
（弘前市大字新寺町１４
９－２）

平成17年8月18日 3,034,500

業務は、既設頭首工の施設機械機能診断調査及び機能低下進行予測等
の検討を行うものである。調査地域は大規模であり開閉機能等に支障が
でた場合、農業用水確保ばかりでなく地域生活にとっても、与える影響は
大きいこと、また、開閉装置の更新を行った際に、一部扉体を改造するな
どの処理を行っており、通常の施設の比べ機能診断調査・検討が難しいこ
とから、既存の施設に対して公平な立場でより的確な調査、検討が求めら
れるため、高度な技術を要する施設設計の実績がありかつ、「農業用施設
機械更新技術の手引き」等を発行するなど施設機械の診断技術に精通
し、専門的技術を有している（社）農業土木機械化協会が契約者として最も
ふさわしい者として競争を許さないことから会計法第２９条の３第４に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

467 富士ゼロックス（株）
電子複合機（ＤＣＣ５００ＣＰＤＡ）
１台の保守

分任支出負担行為担当
官
東北農政局北奥羽土地
改良調査管理事務所長
畠山　公男
（弘前市大字新寺町１４
９－２）

平成17年4月1日 2,076,000
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

468 富士ゼロックス（株） 電子複写機１台保守

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 1,113,840
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

469 富士ゼロックス（株） カラー複写機１台保守

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 3,433,437
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

470 富士ゼロックス（株） カラー複写機１台保守

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 1,878,471
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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471
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度国営土地改良事業
地区調査赤川二期地区更新事
業計画策定業務委託

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年10月11日 4,998,000

　本業務は、赤川二期地区の更新事業計画策定にあたり、農業水利施設
の性能評価に向けた調査手法等について検討を行い、今後の地区調査の
円滑な実施に資するものである。
（財）日本農業土木総合研究所は、早くから性能評価に関する対応に取り
組んでおり、農業水利施設の機能や性能に関する知見も豊富である。この
ようなことから、本業務を実施できる者は（財）日本農業土木総合研究所に
限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

472 富士ゼロックス（株）
フルカラーデジタル複写機保守
料

分任支出負担行為担当
官
東北農政局阿武隈土地
改良調査管理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷
地４９－２）

平成17年4月1日 2,062,850
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

473 応用地質（株）

平成１７年度国営造成水利施設
保全対策指導事業安積疏水地
区深田調整池地すべり機能診断
調査業務一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局阿武隈土地
改良調査管理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷
地４９－２）

平成17年8月24日 8,190,000
本業務はプロポーザル方式を採用しており、審査の結果、応用地質（株）
東北支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。

その他のもの ― １７年度限り

474
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度国営造成水利施設
保全対策指導事業安積疏水地
区熱海頭首工ゲート設備等保全
対策工設計委託業務一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局阿武隈土地
改良調査管理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷
地４９－２）

平成17年11月9日 3,528,000

本委託は、旧事業で造成され経年により老朽化した施設について、その保
全対策及び水利管理施設の機能診断を行うものであるが、当該施設の維
持管理状態や設備の使用状況、使用環境、設備の構成等により同種の施
設であっても予防保全対策を一律に決めるのは困難であることから個別に
設備を診断してその状態を判断させる必要がある。
こうしたことから、契約相手には、各施設の機械設備並びに付帯する電気
設備に関して高度な専門知識を有していること、機械設備等の更新技術に
係わる調査業務の受託実績が豊富であり、信頼性が高く、機械設備の更
新技術に精通している必要があり、当該契約相手以外にはこれら条件を
満たす者は無いことから、他者との競争を許さないものであり、会計法第
29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

475
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度広域農業基盤管理
調査対策手法検討調査「名取川
地区」環境調査委託一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局阿武隈土地
改良調査管理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷
地４９－２）

平成17年12月15日 1,200,000

本業務は、名取川地域の農村環境、農業情勢を踏まえた上で、環境に配
慮すべき事項の整理点に基づき、事業構想に沿った対策方法の提案を行
い、本地区整備構想の付属資料とするものである。
　本業務の実施には、環境配慮に関する調査計画・設計、研究技術開発
に精通していることが必要であり、このような条件を満たす者は（社）農村
環境整備センターに限られる。
　また、（社）農村環境センターは昨年度、当該地区における国営環境保全
基本計画の策定に向けた指針検討する業務を受託している。その中で、国
営事業を実施するうえでの環境に配慮すべき事項を整理したほか、地元関
係団体に対する啓発活動も業務の一環として行っており、これらの成果を
蓄積している。
　さらに、本業務は平成１６年度から実施している地区全体に係る計画検
討業務であり、継続性を確保することが必要である。
　このことから、（社）農村環境整備センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

476
（財）日本グラウンドワー
ク協会

平成１７年度羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム環境保全方策調査業
務委託一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局阿武隈土地
改良調査管理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷
地４９－２）

平成18年1月24日 1,165,500

本業務は、羽鳥ダムの多面的機能を継続的に発揮するため、地域住民や
関係行政機関・団体も参加できる体制整備を支援して、同ダムの環境保全
の方向性を策定するものであり、地域の合意形成等に関わる専門的な知
識と豊富な経験が必要である。このような条件を満たすのは、多様な主体
の協働（パートナーシップ）というグランドワーク的手法を有する唯一の公益
法人である（財）日本グランドワーク協会に限られることから、会計法２９条
の３第４項により随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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477 富士ゼロックス（株）
電子複写機
（DocuCentre607CP）２台の保守

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成17年4月1日 2,939,081
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

478 （財）経済調査会
平成17年度建設資材価格変動
調査業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成17年6月9日 1,443,750

本業務は、平成１７年４月期の建設資材価格の変動状況について調査す
るものである。平成１７年４月期の建設資材価格を決定した調査は平成１６
年度建設資材価格調査業務（請負業者（財）経済調査会））で行われてお
り、その価格調査のデーターソースを所有しているのは（財）経済調査会で
あるため、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

479
（社）農業土木機械化協
会

電気設備計画設計技術指針（高
低圧編）技術検討業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成17年6月27日 3,979,500

　本業務は、農業農村整備事業で造成する電気設備の計画設計に関する
技術指針（案）を作成するものであり、最新データの検証及び新たな技術
の蓄積のみならず、過去のデータ・技術との比較検討や類似基準に対する
知識が必要であるとともに、旧指針の制定に至った技術的背景にも精通し
ていることが不可欠である。また、検討の公平性及び中立性を保つため、
委員会等の開催運営が必要であり、委員会開催実績が豊富であることが
必要である。
これらの条件を満足する者は（社）農業土木機械化協会に限られることか
ら、会計法第２９条の３第４項により随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

480
（社）農業農村整備情報
総合センター

地方財政措置システム運用支援
等業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
石川　守
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成17年11月7日 4,819,500

　この業務は、平成１４年度に（社）農業農村整備情報総合センターにより
開発を行ったシステムの保守管理を行うものである。
システムの運用面において不測の事故等に対し迅速な対応が必要なこ
と、また、システムの改良にはシステム開発者でないと実質的に対応不可
能であることから、現行システムの開発者と随意契約することが妥当であ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

481
（財）日本農業土木総合
研究所

平成17年度最上川下流沿岸農
業水利事業前川第2幹線用水路
基本設計VE検討会実施業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
石川　守
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成17年11月11日 5,069,400

設計ＶＥ検討会は、東北農政局において農業農村整備事業で実施する各
施設の機能価値の向上を目的に、平成１６年度から継続的に実施している
業務で、本業務もその一環であり、ＶＥ検討会がより効果的な成果を上げ
るためには、ＶＥ対象内容について豊富な技術経験と知識を持ち、また、Ｖ
Ｅ検討手法について熟知したＶＥリーダー（ＶＥＬ）により運営されることが重
要である。（財）日本農業土木総合研究所は、農業土木各分野に関する各
種の「土地改良事業計画設計基準」策定に携わり、技術基準に係る豊富な
情報を有しており、ＶＥ検討委員会の開催・運営等の実績があり、経験豊
富なＶＥＬ資格者を多数有している。このように本業務の実効性の高い内
容を進められ、求められる成果を確実に達成し、効率的な実施ができるの
は、（財）日本農業土木総合研究所のみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

482
（社）農業農村整備情報
総合センター

ソフトウェア（Pervasive PSQL 
v9）一式の購入

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
石川　守
（仙台市宮城野区幸町３
－１４－１）

平成18年1月31日 3,381,000

　本件は、標準積算システムバージョンアップ版の導入に必要となる
Pervasive PSQL v9のライセンスの購入を行うものである。この購入にあ
たっては、既存のライセンスのアップグレードサービスと標準積算システム
にPervasive自体を組み込んで一元的にシステムを導入することが、標準
積算システムバージョンアップ版の導入に係る環境設定を一元的にかつ確
実に実施できる唯一の方法である。それができるのは、標準積算システム
の開発者である（社）農業農村整備情報総合センターのみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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483
（社）農村環境整備セン
ター

いさわ南部農地整備事業生態系
保全計画検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
中野　芳雄
（水沢市中上野町３－
２）

平成17年6月28日 8,515,500

　本業務は、本地区全体のほ場整備の実施に当たり、環境の保全、配慮
等を図るため学識経験者等から構成する生態系保全調査検討委員会より
助言・指導を得て、適切な計画・設計に資するものであり、環境に配慮した
農業用施設の計画・設計に精通しているとともに、農業と環境・自然生態系
等に対する幅広い知見が必要であり、これらの条件を満足する者は（社）
農村環境整備センターに限られる。
　また、本業務は、Ｈ１２年度から継続的に実施することにより、前年度まで
に技術の蓄積が継続的に活用されている。このことから、（社）農村環境整
備センターと随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

484 富士ゼロックス（株）
多色電子複写機保守（富士ゼ
ロックス　Docu Center 607cp）１
式契約代金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局相坂川左岸
農業水利事業所長
中西　昭弘
（十和田市西十二番町１
３－２７）

平成17年4月1日 3,125,796
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

485 富士ゼロックス（株）
電子複写機保守（富士ゼロックス　
Docu Center 500cpda）１式契約
代金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局相坂川左岸
農業水利事業所長
中西　昭弘
（十和田市西十二番町１
３－２７）

平成17年4月1日 2,649,528
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

486 （社）畑地農業振興会 畑地かんがい水質検討業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局馬淵川沿岸
農業水利事業所長
川端　正一
（一戸町字大超田９８－
６）

平成17年7月29日 2,919,000

本業務は、馬淵川沿岸地区の畑地かんがいに利用する大志田ダム及び
放流河川等の水質に係る将来予測及び水質保全対策について、水質検
討委員会による検討を行い、本事業の円滑な推進に資するものである。
　本業務は畑地かんがいにおける水質の検討を行うものであり、専門的な
知識を必要とする高度な業務であり、本業務を実施できる者は、畑地かん
がいにかかる試験・研究等を行い、専門的な知識を有するとともに、他地
区の調査事例により得たノウハウの蓄積がある（社）畑地農業振興会に限
られる。
また、本業務は、特定の専門員（有識者）で構成する検討委員会を平成９
年度から継続的に実施しており、平成１８年度も継続性を確保する必要が
ある一連の業務であることから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

487 応用地質（株）
迫川上流（二期）農業水利事業
小田ダム浸透水解析その他業
務請負代金

分任支出負担行為担当
官
迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（築館町藤木３－３０）

平成17年10月14日 6,405,000
プロポ－ザル方式を採用しており審査の結果、当該法人が選定されたもの
で、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの ― １７年度限り

488 富士ゼロックス（株）
複写機（DocuColor1250）１台保
守料金

分任支出負担行為担当
官
迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（築館町藤木３－３０）

平成17年4月1日 1,157,250
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

489 富士ゼロックス（株）
複合機（DocuCentre500CPDA)１
台保守料金

分任支出負担行為担当
官
迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（築館町藤木３－３０）

平成17年4月1日 3,797,966
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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490
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度迫川上流（二期）農
業水利事業事業誌取りまとめ
（その２）業務委託に要する経費

分任支出負担行為担当
官
迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（築館町藤木３－３０）

平成17年7月29日 9,712,500

本業務は、事業実施に係る一期事業及び二期事業の資料をとりまとめ最
終的な事業誌を作成するものであり、構成・編集については技術経験及び
国営事業にかかる知識等を広く有するものが中心となって実施する必要が
ある。
（社）農業農村整備情報総合センタ－は一期事業の資料とりまとめを行っ
ており、事業地区に精通していること、多くの国営事業の事業誌技術誌等
の編纂を行っており豊富な知識及び経験を有していることから、本業務を
実施できる唯一の者である。なお、本業務はＨ１６年度に引き続き実施する
こともあり、会計法２９条の３第４項により、当センターに随意契約するもの
である。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

491 富士ゼロックス（株）
複写機(DC707CP）１台ほか１点
保守料金(平成１７年４月１日～
平成１８年１月３１日）

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長
川杉　　直
（横手市大屋新町字大
平９９－３９）

平成17年4月1日 1,274,280
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

492
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度環境保全整備計画
検討業務委託 一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長
川杉　　直
（横手市大屋新町字大
平９９－３９）

平成17年7月26日 7,087,500

本業務は、平鹿平野地区の環境保全整備計画を策定するに当たり、「魚類
動植物調査及び地下水位調査等データ」「施設整備計画」業務を基に、学
識経験者及び地元関係者からなる委員会を設置し、保全整備計画の妥当
性を検討するものである。
本業務の実施に当たっては、農村地域の環境（親水・景観）、地域の文化、
歴史及び自然生態系に関する調査・研究に精通していること、環境保全に
関する実績が豊富であること、学識経験者の助言が得られる体制が整備
されていることが必要である。
このような条件を満たす者は（社）農村環境整備センターに限られることか
ら、当センターと随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

493
（社）農村環境整備セン
ター

環境に配慮した新余目堰用水路
整備検討業務委託

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（余目町大字余目字滑
石５４－１）

平成17年7月26日 4,788,000

本業務は、環境に配慮した事業の推進を図るため、地元関係者等で構成
される検討委員会を開催し、整備構想の策定及び整備後の維持管理につ
いて検討するものであり、環境配慮計画策定に関する専門的知識やワー
クショップ等の地元調整の経験が必要である。
（社）農村環境整備センターは、環境への配慮に関しての専門的知識を有
するとともに、平成１４年度から本地区の環境整備計画の検討・策定に携
わり、本地区の環境との調和への配慮についてのコンセプトを熟知してい
る。また、農業農村事業において数多くのワークショップの実施及び取りま
とめ等豊富な経験を有している。このような条件を満たす者は（社）農村環
境整備センターに限られることから、会計法２９条の３第４項により随意契
約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

494
（財）日本グラウンドワー
ク協会

資源保全普及啓発業務委託

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東北農政局
最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（余目町大字余目字滑
石５４－１）

平成17年12月5日 7,014,000

　本業務は、国営事業のより良好な効果発現等を目的として、農地、農業
用水等の資源保全の現状や課題等について調査検討し、地域農業の担い
手、地域住民及び都市住民等の多様な主体の協働に基づく持続的な資源
保全のための普及啓発を行うものである。
　本業務の実施には、地域の資源保全活動や環境保全活動の評価検討
及び一般住民を含めた資源保全のための普及啓発等を行うことができ、
地域の合意形成等に関わる専門的な知識が必要である。このような条件
を満たすのは、資源保全に不可欠な多様な主体の協働（パートナーシッ
プ）というグラウンドワーク的手法を有する唯一の公益法人である（財）日
本グラウンドワーク協会に限られることから、会計法２９条の３第４項により
随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

495 富士ゼロックス（株）

電子複写機（富士ゼロックス　
DocuCentreColor400cpDD）１台
保守料金（H17.4月分～H18.2月
分）

分任支出負担行為担当
官代理
東北農政局隈戸川農業
水利事業所
及川　公平
（矢吹町八幡町409-1）

平成17年 4月 1日 1,600,060
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

496
（社）農村環境整備セン
ター

隈戸川（一期）農業水利事業　隈
戸揚水機場周辺環境調査業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
白木　哲二
（矢吹町八幡町409-1）

平成17年 5月19日 5,082,000

本業務は、農業用揚水機場の改修に当たり、その周辺に生息する希少種
に対する工事の影響評価と、工事における種の生態への配慮を検討する
ものであり、本地域の自然環境及び農業水利施設の改修にあたっての環
境配慮に精通し、環境に関する幅広い知識と豊富な実績が必要であるが、
これらの条件を全て満たすものは、（社）農村環境整備センターに限られ
る。
　また、本業務は平成１６年度から継続的に実施されており、前年度までに
実施者が得たノウハウが継続的に活用される。
  これらのことから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

497
（財）日本グラウンドワー
ク協会

隈戸川（一期）農業水利事業　羽
鳥ダム環境保全万策調査業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
白木　哲二
（矢吹町八幡町４０９－
１）

平成18年1月24日 1,165,500

本業務は、羽鳥ダムの多面的機能を継続的に発揮するため、地域住民や
関係行政機関・団体も参加できる体制整備を支援して、同ダムの環境保全
の方向性を策定するものであり、地域の合意形成等に関わる専門的な知
識と豊富な経験が必要である。このような条件を満たすのは、多様な主体
の協働（パートナーシップ）というグランドワーク的手法を有する唯一の公益
法人である（財）日本グランドワーク協会に限られることから、会計法２９条
の３第４項により随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

498
（社）農村環境整備セン
ター

新安積（二期）農業水利事業　環
境配慮実施検討（その２）業務

分任支出負担行為担当
官
農林水産省新安積農業
水利事業所長
武田　友一
（郡山市開成２－３６－２
０）

平成17年4月20日 8,253,000

　本業務は、幹線用水路の改修工事実施に伴う既存環境への配慮事項を
現地調査に基づき検討し、これの維持保全を図るべく学識経験者等を含む
検討委員会に諮り、助言・指導を得て環境配慮実施方針を策定し、適切な
施設設計に資するものである。
　本業務を実施するためには地区全体の環境に配慮した農業用施設の計
画・設計に精通しているとともに、農業農村地域の環境保全・整備に係わ
る計画手法、整備技術に関する幅広い知見が必要であり、これらの条件を
全て満足する者は（社）農村環境整備センターに限られる。
　また、本業務はＨ１６年度から継続的に実施しており、前年度までに技術
の蓄積が継続的に活用されている。このことから、この者と随意契約を結
ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

499 （社）農業土木事業協会
新安積（二期）農業水利事業　用
水管理施設技術検討業務

分任支出負担行為担当
官
農林水産省新安積農業
水利事業所長
武田　友一
（郡山市開成２－３６－２
０）

平成18年1月5日 9,219,000

本業務は新安積地区の基幹施設である頭首工、幹線用水路分水工等地
区全体に係る用水管理施設の実施設計を行うものであり、本業務の遂行
に当たっては、当地区の水利用実態と特徴を踏まえたうえで用水管理施設
に関する幅広い知見と高度な技術力が必要である。
また、本業務の実施に当たっては、農業用排水特有の利用実態と特徴を
十分に踏まえたうえで、長年に渡る豊富な経験により特定工法に偏らな
い、幅広で中立的な検討が必要である。これらの条件を満足する者は（社）
農業土木事業協会に限られる。
このことから、この者と随意契約を結ぶものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

500 富士ゼロックス（株）
カラー複写機（富士ゼロックス
400CP-DD)１台保守料金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局男鹿東部農
地防災事業所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町
字中谷地１７７－２）

平成17年4月1日 2,147,760
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

501 富士ゼロックス（株）
複写機（ＤｏｃｕＣｅｎｔｒｅ659ＣＰ）１
台保守料金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局男鹿東部農
地防災事業所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町
字中谷地１７７－２）

平成17年4月1日 1,586,640
　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。ま
た周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取
していない。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

502 富士ゼロックス（株） コピー機賃貸借

契約担当官
東北農政局福島農政事
務所長
中村　利男
（福島市浜田町１－９）

平成17年6月14日 1,500,000

　年度ごとに競争に付した場合、新品により機種価格が高くなり、また撤去
設置費用を要する等、国に著しく不利な価格で契約をすることとなる。その
ため、引き続き同社と賃貸借することにより時価にくらべて著しく有利な価
格で契約することが可能。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

503 富士ゼロックス（株）
カラーデジタル複写機保守契約
（単価契約）１台

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年4月1日 4,328,100

本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十
分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロッ
クス（株）と契約を締結した。また、この複写機は、平成１６年度に一般競争
で更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもので
ある。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

504 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機保守契約（単価
契約）５台

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年4月1日 2,506,770

本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十
分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロッ
クス（株）と契約を締結した。また、この複写機は、平成１６年度に一般競争
で更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもので
ある。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

505
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度奥大井地域広域農
村総合整備基本調査委託業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年9月14日 2,700,000

本業務については、広域農村総合基本計画の把握等を行う業務であり、
秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、調査分析等の専門知
見、十分な能力と経験を有する機関は、（社）日本アグリビジネスセンター
以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

506
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度農業水利ストック情
報データベース構築業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年9月28日 20,160,000

　本業務は、平成１６年度から平成１８年度において実施する「農業水利ス
トック有効活用緊急整備調査」に伴いデータベースのシステム化を行うもの
である。本年度は、「施設基本情報登録機能」及び「ライフサイクルコスト関
係情報登録機能・図面等目録情報管理機能」の開発を行うものである。
　開発にあたっては、本システムの構想・設計及び開発を一つの機関が継
続して実施することが必要不可欠であることから、現にシステム開発を行っ
ている（社）農業農村整備情報総合センター以外にないことから、競争を許
さないため会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

507
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度天竜川地区水文地
質構造・地下水流動解析調査委
託業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年6月24日 2,000,000

本業務については、地すべり防止事業を行うに当たり、地下水の流動経路
及び流動機構の把握等を行う業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を
有する必要があり、調査分析等の専門知見、十分な能力と経験を有する
機関は、（独）農業工学研究所以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

508
（社）農業農村整備情報
総合センター

事業総合支援システム運用・管
理・保守業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年4月1日 239,400,000

本業務は、競争参加資格者の認定・管理のための業者情報管理システ
ム、契約事務システム、入札情報システム、標準積算システム等各種シス
テムの運用業務・プログラム修正等の保守業務などの維持管理業務を行
うものである。本業務については、各種システムを熟知していることが不可
欠であることから、競争入札等を行う場合には習熟期間を必要とする。習
熟期間においては、現に運用しているシステムの他に習熟のための機器
を含むシステム一式が必要となり多額の経費を必要とすることから、現に
本業務を行っている(社)農業農整備情報総合センターと随意契約を行うも
のである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

509
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度　現場業務支援シ
ステム開発業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年8月2日 134,358,000

本システムは平成１４年度から開発されてきた経過を踏まえ、一部機能を
さらに拡張するとともに、システム全体を完成するものである。機能拡張の
ためのプログラム開発にあたっては、プログラムの基本設計、開発経緯、
作成済みのプログラム内容等の把握と理解が必要不可欠であり、今まで
開発を行っており、当システムに熟知・精通している（社）農業農村整備情
報総合センターと随意契約することが適当であるため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

510
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度　標準積算システム
バージョンアップ対応システム開
発業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年8月2日 25,410,000

本業務の実施にあたっては、プログラムの基本設計、開発経緯、作成済み
プログラム内容等の把握が必要不可欠であり、既存の標準積算システム
を構成する各システムを開発し、かつ、運用・管理・保守を長年に亘り行
い、当システムを網羅的に熟知・精通しているとともに、このシステムに関
し著作権法第２０条に基づく著作人格権を有する（社）農業農村整備情報
総合センターと随意契約することが適当であるため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

511
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度　標準積算システム
及び契約事務システムサーバ集
約化業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成18年2月1日 52,353,000

　本業務は、標準積算システム及び契約事務システムのネットワーク集約
化に伴い、平成１７年度及び平成１８年度において必要なシステム設計及
びプログラム改修を行うものである。Ｈ17年度で全体構想を策定し、Ｈ１７、
Ｈ１８と順じ集約化作業を進めるところであり、システム設計等にあたって
は、既存システムに関し著作権法第２０条に基づく著作人格権を有し、既
存システムの開発及び運用・保守・管理に長年携わっている（社）農業農村
整備情報総合センター以外にないことから、競争を許さないため会計法第
２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

512
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度田んぼの生きもの
調査結果分析業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１）

平成17年6月7日 4,662,000

　本調査は、平成１３年度から６カ年に一貫した手法により実施された生物
調査の調査結果を統一的に蓄積・分析するものであり、調査結果の分析
等にあたっては過年度の調査内容等との連続性、整合性をとる必要があ
るとともに本調査分析手法を定めるマニュアルを統一的に使用することが
不可欠であることから、本調査分析マニュアルについて著作権法第２０条
に基づく著作人格権を有する社団法人農村環境整備センターと契約を締
結することが適当であるため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

513
（社）地域資源循環技術
センター

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
霞ヶ浦用水地区バイオマス利活
用検討委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成18年1月10日 7,119,000

　本委託業務は、霞ヶ浦用水地域に賦存するバイオマスについての賦存
量等の情報を収集し、その利活用構想を作成するとともに、バイオマス循
環についての普及啓発に活用することを目的として実施するものである。
　検討を行うに当たっては、農村から発生するバイオマスの種類及び利用
形態に応じて変化するバイオマスの利活用システムの特徴やバイオマス
原料の発生量のばらつき、製品・エネルギー需要の季節変動等に起因す
るリスクなどの農村地域特有の事情を十分踏まえることが不可欠である。
　（社）地域資源循環技術センターは、バイオマス利活用施設の計画及び
整備に携わる技術者を多数有する組織であり、メタン発酵施設の計画から
整備までをとりまとめた技術的図書である「メタン発酵利活用施設技術指
針（案）」を作成し、また、これまで全国各地のバイオマス利活用の多数の
地区での計画策定にかかる支援を行うなど、バイオマス利活用の地域実
態を熟知している。農村事情に関しては、同センターは、1,0101の市町村、
都道府県及び都道府県土地改良事業団体連合会等の会員を抱え、これま
で全国で約１５００の市町村（全国の市町村の約半数）から、農業集落排水
施設の設計等に関する業務を受託し、これらの業務を通じて各市町村の
自然的・社会的状況、農業事情に精通するとともに、汚泥処理計画策定の
前提となる廃棄物系バイオマスなどの活用の現状も把握しており、利活用
システムの検討の前提となる農村事情に精通している。
以上のように本件委託事業を実施するために不可欠な条件である、バイオ
マス利活用施設の計画及び整備に関する技術的知見を備え、農村事情に
精通しているという条件を高度に満たす委託先は、社団法人地域資源循
環技術センター以外にないものと考えられる。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 93 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

514
（社）農村環境整備セン
ター

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
農業農村地域の環境保全・活用
等検討委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成17年11月8日 5,355,500

　本業務は、国営霞ヶ浦用水農業水利事業地区において、農業農村の重
要性などについて、農家及び農家以外の地域住民や、地域を訪れる都市
住民を含めた、多くの人に広く理解を深めてもらい、もって持続的地域農業
の進展に資するため、当地域における農業農村環境の保全・活用を検討
する基礎条件の把握を目的として実施するものである。
　本業務を実施するためには、農業農村整備事業制度や、農業生産活動
を熟知し、農村地域の環境情報を収集・分析し、かつ、地域住民等が参加
する活動に関する知見も必要である。社団法人農村環境整備センターは、
農業農村整備の環境配慮に係る調査・研究業務を専門的に実施しており、
また、水田や水路などを活用して体験や環境教育を行う「田んぼの学校」
を提唱し、各地での活動を通じて地域住民等が参加する活動についての
知見と実績を蓄積しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以
外に考えられないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

515 （社）畑地農業振興会
霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
霞ヶ浦用水地区畑地かんがい調
査研究委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成17年8月23日 4,189,500

　本委託は、霞ヶ浦の水を畑地かんがい用水として利用するに当たり、
霞ヶ浦用水農業水利事業で造成されたシステム内での水質の状況を把握
し、作物・ほ場への影響、畑地かんがい施設等への影響、水質の改善方
策等の検討を行い、本事業の推進に資するものである。
（社）畑地農業振興会は、国等からの委託を受けて畑地かんがいに関して
の調査研究・検証を行い畑地かんがいに関する技術資料や研究実績が豊
富である。また、水質の作物や施設への影響・原因分析、水利システム内
の水質改善策の検討、対策実施後の検証は、これまでの研究・検討経緯・
内容を十分に熟知した上でなければ実施できない。このため、本業務の成
果を達成できるのは、これまで継続して業務を実施してきた（社）畑地農業
振興会以外に考えられないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

516
（財）農村開発企画委員
会

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
霞ヶ浦用水地区地域変遷資料作
成委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成18年2月1日 3,906,000

　本委託業務は、霞ヶ浦用水地区の農村地域における農業や農村社会の
変遷について史料等により整理し、地域農業や土地利用の観点から、農
業水利施設など農業農村整備の農村地域のおける役割を検討し、地域住
民への広報・普及資料に活用することを目的としている。
　（財）農村開発企画委員会は、農村整備計画に関するシンクタンクとし
て、農業経済、農村計画、農業工学、農村社会学等の幅広い分野の専門
家を要しており、これまでにも農村地域の変遷についての業務実績があ
り、この分野の調査・検討手法に関して熟知している。また、過年度業務の
成果を有効に活用しつつ、新たな情報収集し、とりまとめを行うことが必要
があり、検討経過を熟知している必要がある。以上のことから、本業務の
成果を達成できるのは、これまで継続して業務を実施してきた同財団以外
に考えられないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

517
独立行政法人水資源機
構

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
霞ヶ浦用水地区管理要領他検討
委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成17年9月29日 6,468,000

　霞ヶ浦用水事業は、昭和５５年３月に閣議決定された水資源開発計画に
基づくもので、農業用水の他に水道用水及び工業用水を含むもであり、水
源の揚水機場から基幹線水路（５４ｋｍ）については、(独)水資源機構が管
理している。
　本業務は、管理の現状とこれまでの検討経過を踏まえた管理上の課題
抽出を行い、受益面積１万９千ヘクタールに及ぶ広大な用水システムを長
期に合理的に管理するための管理計画の基礎的な検討を行うものであり、
基幹線水路の下流に位置する国営霞ヶ浦用水事業に係る国営造成施設
の管理要領を検討するものである。このため、(独)水資源機構が管理して
いる揚水機場及び基幹線水路の管理と一体となった管理要領が必要であ
る。
　（独）水資源機構は、揚水機場及び基幹線水路の建設から管理を実施し
ており、国営造成施設との連携も実施していることから、本業務を実施する
のに適当な者である。会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

518
（社）農業農村整備情報
総合センター

霞ヶ浦用水（二期）農業水利工事
基本台帳等作成委託代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局霞ヶ浦用水
農業水利事務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４
０３－１）

平成18年2月21日 3,465,000

本委託業務は、霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業にかかる工事について、
将来の事業完了に先がけ年度事業成績書資料を整理し、工事完了届に添
付する資料の一部としての事業年度別決算表の作成及び工事出来形内
訳書の作成及び取りまとめを行なうことを目的としている。
　これらの業務は、工事費の工種別整理を行う段階で「農林水産省土地改
良工事積算システム」等から出力された情報（施工単価、材料単価、機械
損料等）を含め、すべての情報が閲覧されることとなる。こうした情報には、
農林水産省としての機密事項等が含まれており、機密保持を図る必要が
ある。　
　このため、国が策定した「農林水産省情報セキュリティポリシー（平成１２
年１２月２７日策定）」及び「農業農村整備情報ネットワークセキュリティ実
施手順（平成１３年５月１５日策定）」の摘要を受ける当該システムに接続さ
れ、開発及び保守・管理を行い、物理的セキュリティ確保のための条件整
備が整っており、これまでに継続して当該業務の実績を有し、業務内容を
熟知し、整合性のある適正な書類の作成が可能な（社）農業農村整備情報
総合センターと随意契約により契約を行い、円滑かつ確実な業務の実施を
図るものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

519
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度農業農村整備推進
環境保全技術調査（流域環境保
全管理手法の確立）委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年7月1日 8,704,500

 　本調査は、那須野原地域をモデル地域として、流域の良好な自然環境
の維持・保全に配慮した農業の持続的な展開と、このような「きれいな水と
豊かな土で作られた農産物」という環境保全型ブランドとする安定した農業
経営を推進するために、現地で展開可能な具体的な農業行動計画となる
「環境保全に配慮した農業戦略モデル」の策定を目的としている。
 　本調査を適切に実施し、且つ、将来において現場で有効に活用され得る
当該環境保全型農業戦略モデルを策定するためには、環境保全型農業の
取り組みついて豊富な知見を有しているとともに、農業土木、農業、土壌及
び農村環境計画等の総合的な観点から検討を実施し得る者に、本調査を
実施させることが必要不可欠となる。
 　このため、過去2ヵ年間に当該地域において環境保全型農業に係る調査
を実施しているとともに全国的にも受託調査や独自研究等の取り組みによ
り環境保全型農業に関する各種調査実績を有しており、且つ、農村環境保
全・整備に係わる専門的な知見を有する学識経験者等からなる専門家委
員会から総合的な助言・指導を得ることが可能な（社）農村環境整備セン
ターに本調査を実施させることが、最も適当である。
 　随意契約とする根拠法令　会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

520
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度広域農業基盤整備
管理調査田んぼの生きもの情報
整備調査委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年8月12日 2,700,000

　本調査は，環境との調和に配慮した自然と共生する環境創造型の農業
農村整備を進めるため，利根川水系に係る国営事業実施地区等で実施す
る｢田んぼの生き物の調査」の調査結果(平成１３年度から１７年度までの５
年間）を基に、生物生息状況と水質や水路構造，周辺環境等の関係につ
いて分析を行い、生態系に配慮した施設整備のあり方を検討するための
基礎資料を取りまとめるものである。　
　また、本調査を適切に実施し、かつ、環境創造型の農業農村整備の推進
に向けた生態系に配慮したより良い農業水利施設整備のあり方の検討に
有効に活用され得る基礎資料を整備するものである。　
　このため、農村地域における水質・生態系保全等環境整備に関する調
査・研究・試験業務及び技術開発の実績を有し、「環境配慮に係る調査計
画や設計等の手引き」（「総編・水路編」、「ため池・農道・外来種編」，｢ほ場
整備編」）を順次とりまとめるとともに、平成１３年度当初から一貫した手法
により実施された生物調査の調査結果を統一的に蓄積・分析するものであ
り、調査結果の分析にあたっては、過年度の調査内容との連続性、整合性
をとる必要あるとともに、本調査・分析手法を定めるマニュアルを統一的に
使用することが不可欠であることから、本調査分析マニュアルについて著
作権法第２０条に基づく著作人格権を有する（社）農村環境整備センターに
本調査を実施させることが、妥当である。
　随意契約とする根拠法令　会計法第29条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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契約を締結した日 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

521
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度広域農業基盤整備
管理調査利根川流域水資源施
設群の高度一括管理手法の検
討委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年11月10日 2,000,000

　本業務は、利根川流域における水資源施設群（ダム群）が洪水･渇水及
び営農実態の変化並びに環境への配慮等に対し、相互に有効且つ適切に
利用できるための一括管理手法の在り方について検討を行うもので、今後
この成果をもって河川管理者等に対し提案していくこととなる。
　一方、河川管理者である国土交通省も水資源開発基本計画（通称：フル
プラン）に位置づけられた利根川上流ダム群を対象に、平成１５年度からダ
ムの合理的水運用の観点から、総合運用の検討を開始しており、今後、そ
の成果に基づき、農林水産省に対し、協議・調整がなされることとなる。
　このことから、利根川水系に多くの農業用水を抱える農水省の立場とし
て、利根川流域における水資源施設群（ダム群）の一括管理手法の在り方
について検討しておくことが必要となっている。
　本業務の遂行にあたっては、公的機関が実施している水資源開発等に
関連する会議等にも参加し、広範囲な情報と知識が要求され、また、利根
川水系における農業分野を主とした農業水利にも精通し、且つ、対外協議
を前提とした検討業務であり、学識的に信頼性のある組織で実施する必要
があることから、独立行政法人農業工学研究所に委託して実施させること
が最も適当と認められる。
　随意契約とする根拠法令　会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

522
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度国営造成水利施設
保全対策指導事業海外農業水
利事情に関する基礎調査委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年11月14日 3,000,000

　本委託事業は、国営土地改良事業により造成された農業水利施設の長
寿命化による既存スットックの有効活用・ライフサイクルコストの低減を図る
ための水利施設の整備手法に関する海外農業用水事情について調査･整
理を行うものである。
　本委託事業を遂行するに当たっては、農業水利施設の予防保全対策に
関する計画及び工法等の実施手法に精通していることが重要である。ま
た、海外の水利施設整備や施設の維持･管理に係る公的な助成、整備手
法等に関する議論・知見を取りまとめるに当たっては、諸外国における農
業水利の実態や水利行政を熟知していることが必要である。　
　今回の随意契約の相手先である財団法人日本農業土木研究所は、農業
水利施設に関する課題整理及び検討についての業務実績が十分にあり、
「農業水利施設の整備手法｣に関する知識を有している。同時に、同財団
は、我が国の海外農業支援に関する業務、各種技術交流事業を多数実施
しており、海外のこれまでの各種データ、経験の蓄積を活用し、効率的に
業務を実施することが可能である。　
　また、同財団は、平成１６年度「国営農業水利施設保全対策指導事業　
予防保全対策実施手法等検討委託事業」等の予防保全に関する検討委
託事業を実施しており、予防保全工事に関する実施事例調査、全国動向
の分析を行い、実績をあげていることから、本委託事業を円滑かつ効率的
に遂行するために必要な調査ノウハウ・専門知識が豊富であり、それらを
最大限に活用することが期待できる。
　以上を踏まえれば、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、
財団法人日本農業土木総合研究所以外になく、本件委託事業に係る契約
は、その性質及び目的が企画競争を許さないものであると認められるた
め、企画競争によらない随意契約により実施する。
　随意契約とする根拠法令　会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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523
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度利根川水系土地改
良調査管理地域整備情報データ
ベースシステム構築に関する基
本構想策定業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年12月22日 5,565,000

　本業務は農業農村整備事業のライフサイクルにおいて、日々蓄積･管理
される情報（管理データ、地図データ、画像データ等）から更新事業段階、
事業計画段階に必要な情報の照会･集計を可能にするためのデータベー
スの構築を行うものである。
　この業務では、更新事業計画段階、事業計画段階に必要な情報のデー
タベース化を行うために必要な事項を調査・検討し項目別に整理した上
で、一筆調書、水利権更新データ等の各種情報の入力も併せて行うことを
想定しているが、これらの情報は機密事項や個人情報等が多く含まれてい
る。また、このデータベースに対する事務所職員が適切な運用管理を行う
ため、構築に関しては事務所におけるネットワーク環境等に対する知識と
実績を有する者を選定業者として計画している。　
　これらの条件を考慮すると、本業務を随意契約する社団法人農業農村整
備情報総合センターは、農業農村整備事業における、これらの情報整理、
資料作成及び、情報技術に関する実績と機密情報管理に対して体制が
整っており、かつ、施設管理者等が施設維持管理を適切に実施するため
の調査･研究、及び技術情報の提供等の実績を有している。　
　よって、業務を円滑、かつ、的確に遂行できる団体であることから、「社団
法人農業農村整備情報総合センター｝ト随意契約を行うものである。
　随意契約とする根拠法令　会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

524
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度特定中山間保全整
備基本計画調査あしがら地域計
画推進調査

分任支出負担行為担当
官
関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市加茂２２
８０－１）

平成17年8月26日 3,000,000

　本業務については、地域農林業の動向と今後の農林業改善方向を検討
するとともに地域農林業の一体的整備計画構想を策定する業務であり、秘
匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、調査検討委員会の運
営では学識経験者の参画が必要であるが各種試験・研究機関との交流が
盛んでスムースに行うことができ、地区開発調査、営農計画調査、農業農
村整備事業等の専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は、（社）日
本アグリビジネスセンター以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

525
独立行政法人緑資源機
構

平成１７年度特定中山間保全整
備基本計画調査あしがら地域整
備方針策定等調査

分任支出負担行為担当
官
関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市加茂２２
８０－１）

平成17年9月1日 2,000,000

　本業務については、あしがら地域の振興・保全方向を策定するため基礎
調査、地域整備構想策定調査、計画推進調査を行う業務であり、秘匿性、
専門性及び特殊性を有する必要があり、また、水源林造成事業、緑資源幹
線林道事業など中山間保全整備事業における必須事業に関する専門的
知見、十分な能力と経験を有する機関は、独立行政法人　緑資源機構以
外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

526 （財）農林統計協会
平成１７年度広域農業基盤整備
管理調査　土地利用状況調査
（地域動向）に関する調査

分任支出負担行為担当
官
関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市加茂２２
８０－１）

平成18年2月20日 1,470,000

　本業務については、農業基盤に関する情報の収集、管理及び提供並び
に、農業振興上の阻害要因を明らかにし、これらに対する各種対策手法の
検討等の基礎資料を作成する業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を
有する必要があり、また、自然立地、社会・経済の状況等の専門的知見、
十分な能力と経験を有する機関は、（財）農林統計協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

527 富士ゼロックス（株） 複写機（３F)の保守契約

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年4月1日 1,726,000

本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十
分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロッ
クス㈱と契約を締結した。また、この複写機は、平成１５年度に３社見積り
により更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもの
である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

単価契約
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528
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度8-1調整水槽実施
設計設計VE検討会実施業務の
委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年12月2日 4,252,500

設計業務におけるVEを試行するにあたっては、民間公募によるVE提案を
受け、VE提案者、局内技術経験者等からなる検討会を組織することになっ
ている。このVE検討会がより効果的な成果を上げるためには、VE対象内
容について豊富な技術経験と知識を持ち、また、VE検討手法について熟
知したVEﾘｰﾀﾞｰにより委員会を統括・運営するとともに、検討結果のとりま
とめを行う等非常に高度な技術を要する業務である。また、実施設計設計
VE検討経過及び内容、設計VEによる成果等について、透明性の確保・知
的所有権の保護が必須の条件である。（財）日本農業土木総合研究所は、
農業土木各分野に関し高度な知識と経験を有し、VE手法について熟知し
た技術者を多数擁しており、同種の農業農村整備事業VE検討会の実績が
多数ある。以上のことから、本業務を適切に実施できるのは（財）日本農業
土木総合研究所のみであり法令に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

529
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度農業農村CALS推
進調査業務の委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年12月2日 2,751,000

本業務は、農業農村整備事業の執行にあたって、各種技術情報等の迅速
な交換を行い、事業を効率的に執行するため、調査・設計・積算・施工・管
理・二期事業へという事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙにおける各種業務を支援する情報
化（ｼｽﾃﾑ化）のための調査・検討・推進・CALSを導入することによる効果
の要因、課題の検討・分析を行うものあり、農業農村整備事業に精通する
とともに、ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ等による情報化に関する知識が要求される。（社）
農業農村整備情報総合ｾﾝﾀｰは、農業農村整備に関する情報ｼｽﾃﾑの調
査研究及び技術開発、通信ﾈｯﾄﾜｰｸ等を通じた農業農村整備に関する情
報の収集及び提供を行っている、唯一の者である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

530
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度農業農村整備事業
システム化推進調査の委託代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年12月5日 4,819,500

本事業は、農業農村整備事業の執行に係わるOA化の推進を図るため、昭
和６０年から実施してきた農業農村整備事業OA化推進対策調査に引き続
き、農業農村整備事業関連業務のシステム化のための調査・企画及び汎
用的な操作性の良いシステムの開発を行い、もって事業の円滑な推進に
資するものである。農業農村整備事業の執行においては、従来から国を始
め、都道府県及び都道府県土地改良事業団体連合会の各団体において、
電子計算機等を導入し電子化を進めており、業務の合理性が図られてき
ている。このため、これらの電子計算機をより広範かつ高度に利活用し、業
務の一層の合理化・効率化を進めるため、汎用性が高く操作性の良いシス
テムの整備が必要となっている。また、e-japan重点計画等のIT関連の研
究及び技術開発が急速に進められるな中で、ネットワーク利用と安全対策
などの高度化する情報化技術を適切に活用してシステムの開発・改良を行
うことが必要となっている。（財）日本農業土木総合研究所は、農業農村整
備事業の内容に精通していること、システム開発のための業務分析におい
て高度な知識と技術力を有していること、また、本事業前身の農業農村整
備事業OA化推進対策調査を昭和６０年から実施している知見を蓄積して
いる。以上のことから、本業務を適切に実施できるのは（財）日本農業土木
総合研究所のみであり法令に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

531 （財）建設物価調査会
平成17年度標準積算ｼｽﾃﾑ用基
礎単価調査その１業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年7月6日 1,134,000

関東農政局が発注する土地改良工事の積算に用いる資材の単価のうち、
「一般の資材」、「機械賃料」及び「仮説材賃料・損料」については、（財）経
済調査会発行の「建設物価」及び（財）経済調査会発行の「積算資料の両
方または片方に掲載のある資材であり、この２誌以外には上記資材単価を
網羅した市販本は発行されていない。
また、「市場単価」については、春夏秋冬の年４回の単価決定を行っている
が、市場単価についても、（財）建設物価調査会発行の「土木コスト情報」
及び（財）経済調査会発行の「土木施工単価」に全ての単価が掲載されて
おり、この２誌以外に市場単価を網羅した市販本は発行されていない。
従って「一般資材」、「機械賃料」、仮説材賃料・損料」及び「市場単価」の調
査にあたっては、両誌掲載単価を購入する方法がもっとも適切かつ経済的
と判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

532 （財）経済調査会
平成17年度標準積算ｼｽﾃﾑ用基
礎単価調査その２業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年7月6日 1,155,000

関東農政局が発注する土地改良工事の積算に用いる資材の単価のうち、
「一般の資材」、「機械賃料」及び「仮説材賃料・損料」については、（財）経
済調査会発行の「建設物価」及び（財）経済調査会発行の「積算資料の両
方または片方に掲載のある資材であり、この２誌以外には上記資材単価を
網羅した市販本は発行されていない。
また、「市場単価」については、春夏秋冬の年４回の単価決定を行っている
が、市場単価についても、（財）建設物価調査会発行の「土木コスト情報」
及び（財）経済調査会発行の「土木施工単価」に全ての単価が掲載されて
おり、この２誌以外に市場単価を網羅した市販本は発行されていない。
従って「一般資材」、「機械賃料」、仮説材賃料・損料」及び「市場単価」の調
査にあたっては、両誌掲載単価を購入する方法がもっとも適切かつ経済的
と判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

533 （社）農業土木事業協会
平成１７年度設計基準「ポンプ
場」（機械電気設備）改定検討業
務の委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年5月19日 2,992,500

　本業務は、土地改良事業計画設計基準「ポンプ場」に関して、社会経済
情勢の変化に伴う、公共事業の一層の効率的・効果的な実施を進めるた
めコスト縮減対策、新技術の導入等の観点から、現行設計基準の機械電
気設備全般について現行設計基準の課題点の抽出及び他基準との整合
等の検討を平成１３～１４年度に行い、平成１５年度は、「基準書」及び「技
術書」の改訂案の作成を行い、平成１６年度は、「基準書」を作成した。平
成１７年度はこれまで行ってきた「技術書」の改訂案について、前年度改訂
委員会及び査読意見において作成した「基準書」に合わせ「技術書」の改
訂案の作成を行うものである。
　本業務の施行にあたっては、ポンプ場の機械電気設備に関する高度な
専門技術と豊富な経験が必要とされる。
　よって、本業務は平成１３年度から継続実施しているものであり、業務の
経験及び知識を有し、業務内容に精通し業務に対するノウハウもあり、期
間の短縮及び円滑かつ適切な業務の実施が確保できることから社団法人
農業土木事業協会に委託することが最適である。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

534
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成17年度事業総合支援システ
ム推進調査検討業務　一式

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年6月1日 9,607,500

　農業農村整備事業の実施にあたっては、各種技術情報等の迅速な交換
を行い、事業の効率的な執行のために調査・設計・積算・施工・管理及び
二期事業という事業ライフサイクルにおける各種業務を支援する情報化
（システム化）を実施する必要がある。
　このため、システム化の調査・検討・推進並びにＣＡＬＳ導入による効果の
要因、課題の検討・分析を行うため、情報システムに関する専門知識及び
最新動向を有する学識経験者等により構成された「事業総合支援システム
研究委員会」において事業総合支援システム基本構想の改定及び基本構
想に基づく情報化整備計画を推進するため、昨年度に引き続き最新技術
の動向を踏まえて事業総合支援システムの今後の整備方針の検討を行
い、第5次情報化推進計画（H18～H20）を取りまとめる業務である。
　(社)農業農村整備情報総合センターは農業農村整備に関する情報シス
テムの調査研究及び技術開発、通信ネットワーク等を通じた農業農村整備
に関する情報の収集及び提供を行っており、さらに事業総合支援システム
（標準積算システム、契約事務システム、工事実績システム及びＡＧＲＩＳ
等）の基幹システムを平成7年から設計・開発してきものであり、プログラム
に精通しているとともに、著作権法第２０条に基づく著作人格権を有する本
システムの改築計画であることから、事業総合支援システム基本構想に基
づき情報化整備計画を推進する当該研究委員会を効率的かつ円滑に運
営できる唯一の者であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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535 （財）経済調査会 ｼｽﾃﾑ開発歩掛り検討業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成17年12月16日 16,275,000

農業農村整備事業における事業総合支援ｼｽﾃﾑの開発・改修に必要な費
用算定手法の確立に向け、事業総合支援ｼｽﾃﾑの標準積算ｼｽﾃﾑ及び契
約事務ｼｽﾃﾑについて構成を分析し、ｼｽﾃﾑ開発・改修費用算定に必要とな
る係数を設定し、暫定積算基準を作成するものである。本業務の履行に当
たっては、１・分析・計測に関する技術力、係数を設定するための豊富な情
報の調査実績があり、ｼｽﾃﾑ開発積算基準策定の実績を有すること。２・ｼｽ
ﾃﾑ開発積算基準を作成するためには、全体のｼｽﾃﾑ構成を把握し、ここの
開発内容を資料から想定し、必要となるｼｽﾃﾑ技術者の必要人数を想定す
る分析能力を有すること。これに対し、（財）経済調査会はｼｽﾃﾑ分析やｼｽ
ﾃﾑ実態調査を専門とする部門を有し、①様々な団体のｼｽﾃﾑ分析やｼｽﾃﾑ
開発に関する積算基準の作成②ソフトウェア開発費積算に関する研究委
員会を組織し、その成果を定期的に月刊「積算基準」に掲載し公表してい
るなど、必要とする業務実績を多数有し、基準作成に係る公平性と普遍性
をもった唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

536
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度契約事務ｼｽﾃﾑ機
能追加その他業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成18年1月12日 7,623,000

　本業務は、公共工事における入札及び契約の透明性のより一層の向上
を図るために平成17年9月30日付17経第977号大臣官房経理課長通達に
より、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づ
き入札及び契約に関する情報等の公表について」の一部改正により指名
業者の公表が落札者決定後公表となったため、契約事務ｼｽﾃﾑと電子入
札ｼｽﾃﾑの改修を行うものである。また、契約事務ｼｽﾃﾑと電子入札ｼｽﾃﾑ
間のﾃﾞｰﾀ連携を確実に行うために、入札手続きに関して契約方式別操作
手順書の作成を行うものである。
　本業務の履行に当たっては、１．農政局・事業（務）所において、健在運
用が行われている契約事務ｼｽﾃﾑの一部機能の改修を行うものであるた
め、現行のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修正等を行うことが出来ない。２．契約方式別操作手
順書の作成については、農業農村整備事業の契約方式に熟知し、また電
子入札ｼｽﾃﾑとの連携に関するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの基本設計、開発経緯、作成済み
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内容等を把握している必要がある。
　このため、当該業務を実施できるのは既存の契約事務ｼｽﾃﾑを構成する
各ｼｽﾃﾑを開発し、かつ、運用・管理・保守を長年に亘り行い、当ｼｽﾃﾑを網
的に熟知・精通しているとともに、著作権法第２０条に基づく著作人格権を
有する(社)農業農村整備情報総合ｾﾝﾀｰが適当である。従って、会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の競争を許さない
場合の規定に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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537
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成17年度AGRIS/Ⅱシステム
技術者評点検索機能追加業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局土地改良技
術事務所長
寺尾 雅人
（埼玉県川口市南町2-
5-3）

平成18年3月1日 4,462,500

　「農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報ｻｰﾋﾞｽ」（以下「AGRIS」
という。）は農業農村整備事業の調査・測量・設計業務に関する業者の業
務実績・技術者の資格・経験等の情報を発注者に提供するｼｽﾃﾑであり、
（社）農業農村整備情報総合ｾﾝﾀｰ（以下「ARIC」という。）において開発が
行われ、平成10年4月から運用を開始した。AGRIS　Ver.2は、同ｼｽﾃﾑを
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行等によ
り、業務の入札契約におけるプロポーザル方式業務の拡大、並びに技術
者や業務実績の新たな評価手法等に対応するため、平成13年度から
ARICによりｼｽﾃﾑ開発が行われ、平成14年10月から運用を開始したもので
ある。
　本年度において「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年
法律第18号）に基づき「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合
的に促進するための基本的な方針」（平成17年8月26日閣議決定）が策定
され、「農業農村整備事業工事等の今後の取組方針について」（平成17年
12月7日農村振興局整備部長通達）が通達されている。ついては、本業務
において当該事項に対応するためAGRISの機能追加を行うものである。
　本業務の履行に当たっては、現在運用が行われている当該ｼｽﾃﾑの機能
追加を行うものであるため、現行のｼｽﾃﾑを正確に理解していなければ、基
本・詳細設計及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修正等を行うことができない。このため、当該
業務を実施できるのは既存のAGRISの開発し、かつ、運用・管理・保守を長
年に亘り行い、当ｼｽﾃﾑを網羅的に熟知・精通しているするとともに著作権
法第２０条に基づく著作人格権を有する（社）農業農村整備情報総合ｾﾝﾀｰ
が適当である。従って、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１
０２条の４第３項の競争を許さない場合の規定に基づき（社）農業農村整備
情報総合ｾﾝﾀｰと随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

538
（社）農村環境整備セン
ター

両総農業水利事業　平成１７年
度両総地区環境配慮対策調査
検討業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
関東農政局両総農業水
利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２
３３３）

平成17年6月9日 9,471,000

　本業務は両総農業水利事業で造成される施設が農村環境に及ぼすと予
想される環境要素について、保全対策等の検討を行うために必要となる基
礎資料を作成するためのものである。
　本業務を委託する社団法人農村環境整備センターは、農業農村整備事
業における生態保全や環境影響評価手法に関する研究等、農村地域にお
ける環境整備に関して全国的に幅広い活動を展開しているため、これらの
実績が豊富で、かつこれらの分野に精通している唯一の公益法人である。
　よって本業務の遂行に当たっては、社団法人農村環境整備センターと委
託契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

539
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度両総農業水利事業　
両総地区水質調査解析業務委
託事業

分任支出負担行為担当
官
関東農政局両総農業水
利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２
３３３）

平成17年7月19日 5,071,500

本業務は、両総地区の農業用水源となっている河川の水質を把握し汚濁
等の要因を探り、地区全体の今後の水質保全のあり方を策定するととも
に、現在実施中の事業による水質改善の効果の検証に資するため、水質
モニタリングを実施しこのデータを基に水質予測を行う。一方では大須賀川
において水質の状況を把握し、今後懸念されることについて、結果を踏ま
えて検証する事に資する。本業務を委託する社団法人地域資源循環技術
センターは、農業農村整備事業における水質について評価手法に関する
研究等、それらに基づいた水質改善等に関して全国的に幅広い活動を展
開しているため、これらの実績が豊富でかつこれらの分野精通している唯
一の公益法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

540
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度両総農業水利事業　
事業成績書資料作成その４業務
委託代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局両総農業水
利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２
３３３）

平成17年8月25日 5,491,500

本業務は、事業完了時に作成する工事完了届の一部として事業決算調
書、事業出来形調書等の作成及び補足資料を作成するものである。資料
作成に当り、実績があり経験豊富な人材を擁し農業農村整備事業に精通
している(社)農業農村整備情報ｾﾝﾀｰへ委託契約する。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 101 -
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541
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度　両総農業水利事
業　公平水路橋に係る評価検討
業務委託代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局両総農業水
利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２
３３３）

平成17年10月17日 17,619,000

本業務は、両総農業水利事業で改修を予定している南部幹線用水路の公
平水路橋について、既存施設の歴史的・技術的評価、改修に関する地域
住民の意識調査、有識者を交えた検討委員会の開催等を行い、改修方法
についての基礎資料を作成するものである。
本業務を委託する財団法人日本農業土木総合研究所は、農業土木技術
に関する調査研究、農業土木技術に関する内外の情報及び資料の収集に
関する実績が豊富であり、有識者を交えた委員会、アンケート調査等も数
多く担当していることから、これらの分野に精通している唯一の公益法人で
ある。
よって本業務は、財団法人日本農業土木総合研究所へ委託することによ
り、業務の円滑な遂行を図るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

542
（社）農村環境整備セン
ター

住民参加型調整水槽環境配慮
検討委託業務請負代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局北総中央農
業水利事業所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４
５６－１）

平成17年8月25日 2,572,500

社団法人農村環境整備センターは、農村景観の保全や親水空間の創設、
農業農村の多面的機能及び地域住民の合意形成手法等に関する調査・
研究及び技術開発について全国的な活動を行っており、豊富な経験と実
績を持つ唯一の機関であることから、これまでの経験を踏まえ中立的な立
場にたって本業務を検討できる機関として最適であると認められる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

543 （社）畑地農業振興会
畑地かんがい用水の水質保全・
管理検討委託業務請負代

分任支出負担行為担当
官
関東農政局北総中央農
業水利事業所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４
５６－１）

平成17年8月17日 3,160,500

　社団法人畑地農業振興会は畑地かんがい用水に関する各種調査等を
独自に行い、分析と対策の提案策定の実績が豊富で、用水の水質に関す
る諸問題について、学識経験者からなる委員会を組織して調査研究を行
い、問題解決の方策などについて提言を行っている機関であることから、
本業務を検討できる機関として最適であると認められる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

544
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業篠ヶ谷調整池環境
調査業務に関する委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局大井川用水
農業水利事業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町３
０－１）

平成17年4月18日 4,179,000

この業務は事業実施地域の動植物等の生態系、水質把握により、事業実
施時の留意点を考察、事業推進に期すため、農業地域の環境、景観等に
ついて調査、研究及び検討委員会設置能力が必要となる。これらについて
該当するのは（社）農村環境整備センターしかないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

545 （社）農業土木事業協会
平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業大井川用水地区
水管理制御施設実施設計業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局大井川用水
農業水利事業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町３
０－１）

平成17年10月28日 10,783,500

本業務は大井川用水地区の水管理制御施設について基本設計を踏まえ
再度水管理対象施設・操作方法等を検討し、各施設に対して水管理制御
に係る機器を確定するためのものであり、事業目的、施設規模及び操作方
法等を把握し、農業水利の特殊性、多様性及び社会的影響によって導入
すべき制御方式、使用機器等の構成について適正な設計が求められる。
このため、水管理制御施設計画設計についての実績を有し、「水管理制御
方式技術指針」を取りまとめ、水管理制御に関する専門的知識・技術があ
る社団法人農業土木事業協会に本業務を実施させるのが最も適当である
ため。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

546
（財）日本グラウンドワー
ク協会

住民参加型用水路等利活用検
討調査業務に関する委託

分任支出負担行為担当
官
農林水産省関東農政局
大井川用水農業水利事
業所長江上博司
（静岡県島田市中央町３
０－１）

平成18年3月2日 4,462,500

　本業務は用水路等の農業用施設が非農家も含めた地域住民により利活
用及び維持管理されている先進事例を調査するとともに、現況調査、住民
参加の促進や活動の運営方針等について検討を行い、改修した用水路等
に対する非農家も含めた地域全体での有効利活用及び維持管理の推進
を図るものである。
　このため、全国で住民参加型の用水路利活用及び維持管理に取り組ん
でいる活動の経緯や現状、課題、非農家住民の参加状況、維持管理組織
のあり方等についての専門的知識及び具体な情報収集が必要となる。
　（財）日本グラウンドワーク協会は全国規模で地域資源調査等地域全体
の情報収集及び啓蒙活動並びに支援活動等を実施しており、上記の条件
に該当している唯一の機関であるため。

見直しの余地が
あるもの

－ １７年度限り
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547
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度中信平二期農業水
利事業　環境検討会等資料作成
委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局中信平二期
農業水利事業所長
小尾今朝壽
（長野県松本市大字島
立2167-5）

平成17年8月9日 12,306,000

　本業務は、次年度以降の工事着手の前提として、環境との調和に配慮し
た事業の進め方について住民等との合意形成を図ることを目的とするた
め、合意形成や生物環境の検討会に向けての資料作成、ワークショップの
開催等豊富な知識と経験が必要である。
　ワークショップ開催にあたり、専門的な知識を有する学識経験者の助言、
指導も受ける必要がある。社団法人　農村環境整備センターは、非農家も
含む地域住民に対する事業啓発普及の手法に関する調査、研究、技術開
発を行っており、農村環境整備に関しての技術的知見と豊富な経験、実績
を有している唯一の公益法人であり、農林水産本省を始め、全国の農政
局・国営事業所、都道府県、市町村から生態系保全対策、地域用水環境
整備、水質保全等の調査・計画業務を受託しており、全国の環境保全の事
例を収集、整理している。
　一方、上記に関するワークショップの実績も豊富であり、当業務で予定す
るワークショップを豊富な経験のもと確実に運営し、検討を進めることが可
能である。なお、農村環境保全・整備に係わる専門的な知識を有する学識
経験者(農業工学、建築学、地域計画、生態学、文化人、ジャーナリスト等)
からなる専門委員会(約150名)を組織しており、事業目的に応じた学識経
験者等を選定し的確な助言、指導を得ることもできる。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

548
（財）日本農業土木総合
研究所

性能設計検討その２業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局渡良瀬川中
央農地防災事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町
582-1）

平成17年10月20日 9,912,000

本業務は渡良瀬川中央農地防災事業により整備される施設と一体的に排
水機能を発揮する施設を含め現状の機能状況確認等排水機能強化につ
いて検討するものである。この検討は水利学、構造学等専門的な知識、経
験を必要としている。日本農業土木総合研究所は専門の知識、経験、実績
があり当該業務を適切に遂行出来る機関として妥当である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

549
（社）農村環境整備セン
ター

渡良瀬川中央農地防災事業（二
期）韮川遊水池利活用検討業務
委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局渡良瀬川中
央農地防災事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町
582-1）

平成17年8月22日 9,775,500

農村環境整備センターは、農村地域における景観や水質、生態系保全等
を中心に農村活性化や住環境向上調査、技術開発を行っておりこれまで
農村環境整備の技術的ノウハウ、経験を有した唯一の法人である。また、
業務経費積算にあたり利益相当分の計上の必要がなく経費節減が図られ
るためである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

550
（社）農業農村整備情報
総合センター

大里農地防災事業　事業成績書
資料作成委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局大里農地防
災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻
2349）

平成17年7月28日 7,056,000

　本委託業務は、年度別の工事実績資料を整理し、工事基本台帳及び事
業費別決算表等の作成及び取りまとめを行うものであり、業務実施に必要
な国営事業に精通した知識及び工事基本台帳等の構成を熟知しているた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

551
（社）農村環境整備セン
ター

大里農地防災事業　多面的機能
その他調査検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局大里農地防
災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻
2349）

平成17年10月24日 13,576,500

　本委託業務は、国営大里農地防災事業により整備された施設における
多面的機能を検討評価し広報資料として取りまとめ行うものであり、本委
託業務の実施にあたり、多面的機能の増進及び非農家を含む地域住民に
対する事業啓発普及の手法に関する調査、研究、技術開発をおこなってお
り、農村環境整備に関しての技術的知見と豊富な経験、実績を有する（社）
農村環境整備センターに委託することが適当であるため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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552
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度
那珂川沿岸農業水利事業（一
期）御前山ダム環境影響評価検
討委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内
町９６０－１）

平成17年11月15日 2,205,000

この委託事業は、御前山ダム建設工事が環境に及ぼすと予想される環境
要素について、環境影響評価及び保全対策等の検討を行う那珂川沿岸地
区環境保全対策検討委員会の委員会等の開催・運営を行うものである。こ
のため、農業農村整備事業における生態系保全、環境影響評価手法に関
する研究、水質保全調査等の豊富な知見、及び委員会等の開催・運営に
ついて全国的に数多くの実績があり、また、これまでにも御前山ダムに関
する環境影響評価検討業務に携わり、従前からの継続した検討が可能で
ある、社団法人農村環境整備センター以外に委託先が無いため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

553
（財）日本グラウンドワー
ク協会

平成１７年度
那珂川沿岸農業水利事業（一
期）御前山ダム周辺住民参加型
環境保全活動促進方策検討委
託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内
町９６０－１）

平成18年2月2日 3,118,500

　この委託業務は、那珂川沿岸農業水利事業の一環として実施する御前
山ダムの建設に伴い、希少動植物の移植地として整備した御前山ビオトー
プの保全管理活動について、専門家の知見を活用しつつ課題や今後の方
策等を検証し、自然環境の保護や地域の活性化を図る観点から住民参加
による自立した取り組みの促進に資することを目的とするものである。その
ため、地域住民、行政等のパートナーシップを通じた自然環境の保全・回
復等について卓越した知見及び技術・情報を有し、土地改良事業における
環境配慮に精通し、かつ今までにも十分な実績のある財団法人　日本グラ
ウンドワーク協会以外に委託先はなく、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

554
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度
那珂川沿岸農業水利事業（一
期）御前山ダム監査廊のクーリン
グ及び養生方法に関する解析委
託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内
町９６０－１）

平成17年10月11日 1,520,400

この委託事業は、監査廊の温度解析に必要な簡易断熱温度上昇試験を
実施するとともに、監査廊の温度解析と実温度の計測結果を比較検討し、
現場条件に適合した御前山ダム監査廊のクーリング方法及び養生方法の
検討を行うものである。そのため、ダムに関して幅広く研究・開発に携わる
など高度な技術力を有していて、御前山ダムの構造等にも精通し、事業実
績がある独立行政法人農業工学研究所に委託することが効率的であるた
め。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

555
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度神流川沿岸農業水
利事業羽根倉池周辺環境調査
業務委託　１式

分任支出負担行為担当
官
関東農政局神流川沿岸
農業水利事業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市大字北
堀字久下塚１７００－２）

平成17年4月22日 8,778,000

　本業務は、主要施設整備にあたり、周辺環境との調和や多目的機能の
活用を努めるとともに、地域住民の意向を踏まえた周辺環境整備となるよ
う、昨年度に引き続き生物調査等を実施し、施設等の設計、及び施工後の
影響度等についての評価、検証を行うことを目的とする業務である。
　　（社）農村環境整備センターは、農業農村整備事業における生態系保
存や環境影響評価手法に関する研究及び水質保全調査等、農村地域に
おける環境整備に関するシンクタンクとして、全国的に幅広い活動を展開し
ている。　
　また、本業務が昨年度の調査結果を踏まえたモニタリング調査が主体と
なり、同センターは昨年度の実績があり業務内容に精通しているため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

556 （社）農業機械化協会

平成１７年度神流川沿岸農業水
利事業羽根倉揚水機場ポンプ設
備他実施設計業務委託　　　　　　
　　　　　　　１式

分任支出負担行為担当
官
関東農政局神流川沿岸
農業水利事業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市大字北
堀字久下塚１７００－２）

平成17年6月16日 6,279,000

本業務は、用水の安定供給と維持管理費の節減を図るため、主要施設で
ある羽根倉揚水機場のポンプ設備及びゲート設備の技術検討業務を行う
もの。本業務の遂行にあたっては、既設の水管理システムと連携を図りつ
つ技術検討を行う必要がある。また、維持管理費の節減のため高効率の
ポンプを設計することとなっており、今後の水管理制御、維持管理等の重
要な技術的判断を伴うため専門的知識を有する者で構成される技術検討
会において十分な検討を行う必要がある。　（社）農業機械化協会への委
託は、農業農村整備事業における施設機械関係のシンクタンクとして国等
から委託を受け数多くの技術検討業務を行い、改修工事においても豊富な
実績を有し、技術検討委員会を開催できる唯一の公益法人であることか
ら、技術的に幅広い見地から検討ができ、かつ学識経験者等の技術者を
擁し、専門的な知識に精通しているため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

557
（社）農業農村整備情報
総合センター

神流川沿岸農業水利事業事業
管理情報等データベース構築業
務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１式

分任支出負担行為担当
官
関東農政局神流川沿岸
農業水利事業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市大字北
堀字久下塚１７００－２）

平成17年11月7日 21,399,000

　本業務は、平成１７年度及び平成１８年度において、事業成績等の情報
を一元管理するためのデータベースの設計及び構築を行うものである。Ｈ
17年度で全体構想を策定し、Ｈ１７、Ｈ１８と順じデータベース構築作業を進
めるところであり、基礎となるシステムの著作権を有する（社）農業農村整
備情報総合センター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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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558
（社）農業土木機械化協
会

神流川頭首工水門設備実施設
計業務委託　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　１式

分任支出負担行為担当
官
関東農政局神流川沿岸
農業水利事業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市大字北
堀字久下塚１７００－２）

平成17年11月21日 12,075,000

本業務は、神流川頭首工の取水ゲート設備及び制御設備の技術検討を行
い、維持管理方法等の重要な技術判断を行う。　　　　　　　高度な施設機
械設備の予防保全に関する診断、指導業務を含めた技術検討業務を実施
し、農業土木の機械化に関する開発改良及び普及、調査研究を行ってい
る団体であるため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

559
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度安曇野農業水利事
業　事業成績書等作成業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局安曇野農業
水利事業所長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科
田沢７０３９－４）

平成17年8月29日 8,452,500 本業務については、機密保持を図る必要があるため
見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

560
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度安曇野農業水利事
業　事業誌作成委託業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局安曇野農業
水利事業所長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科
田沢７０３９－４）

平成17年6月1日 9,870,000
本業務については、ＮＮ事業の把握等を有しており専門性及び特殊性が必
要なため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

561
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度安曇野農業水利事
業　環境配慮実績とりまとめその
他業務

分任支出負担行為担当
官
関東農政局安曇野農業
水利事業所長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科
田沢７０３９－４）

平成17年6月9日 9,859,500
本業務は、専門的な知識を有し適切な助言、指導が出来ることが必要であ
るため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

562 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機(富士ゼロックス
607,507)保守業務一式

契約担当官
関東農政局神奈川農政
事務所長
伊藤　公一
(横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 1,323,000
この複写機については,富士ゼロックス(株)が製造しているものであり、他
の業者では保守を行うことが不可能であるので、競争を許さないことから会
計法２９条の３第４項に該当するため｡

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

563
（社）アグリビジネスセン
ター

平成１７年度広域整備計画調査
霞ヶ浦周辺地域事業効用概定調
査委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成17年9月15日 972,000

　本業務は、広域基盤整備計画調査霞ヶ浦周辺地域の一環として、国営
かんがい排水事業４地区における事業効果の概定を行うものであり、昨年
度までの調査結果を踏まえ、既設の国営土地改良施設が支える農業生産
物の精算・出荷量をもとに年効果額について検討するとともに、今年度策
定する国営土地改良施設党、最適整備計画に基づく更新事業における経
済的妥当性について検討する。
　本業務の委託事業限度額は９７２千円を予定しており、その額が少額で
あることから、農業農村整備事業の経済効果算定手法に関して高度なノウ
ハウを持ち、関東農政局管内及び他農政局管内で広域基盤整備計画調
査に係る効用算定業務の実績を持つ（社）日本アグリビジネスセンターと随
意契約を行う。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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564 （財）日本土壌協会

平成１７年度利根川水系土地改
良調査管理大利根用水地区営
農課題検討・土地利用検討調査
業務委託

分任支出負担行為担当
官
関東農政局利根川水系
土地改良調査管理事務
所長
牧野　雅美
（柏市根戸471-65）

平成18年1月18日 980,000

　本調査業務は、広域農業基盤整備管理調査のうちの大規模畑地化調査
の一環として行うものであり、国営土地改良事業が完了した大利根用水地
区において水田の高度利用の推進を図るため、当該地区における営農課
題の把握、モデル地域における営農･土地利用計画の検討を行うとともに、
これらを踏まえて、大利根用水地区全域における水田の畑地利用に向け
た営農の推進方向について提言を行うものである。　
　水田の高度利用の検討に当たっては、畑地かんがいの導入、畑かん適
応作物の選定、畑地化推進に伴う土壌改善、ブロックローテーション、施設
栽培、高収入･高品質作物の導入、営農条件(労働時間、経営規模)の改善
など水田の畑地利用に係る総合的な専門知識を有していることが必要で
あるが、とくに本地区のように干拓において造成された水田においての畑
利用を推進するためには、地下水低下に伴う土壌条件等の変化を踏ま
え、作付け可能な作物とその収益性等についての検討が不可欠であり、そ
の知見を有していることが重要となる。　
　　（財）日本土壌協会は、水田の畑利用、営農改善の推進計画の策定と
推進支援にかかる業務を行っており、これらに関する専門的情報と知識を
有するほか、特に土壌条件に適応した作物の選択および土壌改善に係る
多くの知見を有しており、また全国各地の営農研究機関や営農普及団体と
広範囲かつ堅固な情報網を持ち、水田の畑地利用に関する課題解決と推
進計画の策定に関する高度な能力を有している。　
　以上のことから、本調査業務を適切に実施し、将来において大利根用水
地区で実現可能な水田の畑利用推進方策を策定するためには、(財)日本
土壌協会と随意契約し、当該調査業務を実施させることが最も適当であ
る。　随意契約とする根拠法令　会計法第２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

565
（財）日本農業土木総合
研究所

北陸農政局管内国営事業ダム
技術検討委託業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂2-2-60）

平成17年6月15日 22,113,000

　本業務は、北陸管内の大規模な農業用ダムの調査設計及び施工に関す
る技術的諸課題に対して、ダムの重要性に鑑み、高度な知見を有する専
門的立場からの指導及び助言を得て、適切な処理方針を決定するもので
ある。本業務を委託する（財）日本農業土木総合研究所は、農業用ダムの
設計施工に関する専門的技術力、及び技術資料の蓄積量において国内唯
一のシンクタンクである。また、これまでダム技術に関する、学識経験者に
よる委員会等の運営にも優れた実績があり、本業務での委員会運営、及
び学識経験者との調整、並びに現地状況に適した専門技術者の選定・派
遣できる能力を有する国内では唯一の団体である。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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

566
（財）日本農業土木総合
研究所

排水機場管理運営最適化検討
その２業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局阿賀野川右
岸農業水利事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年12月13日 16,989,000

　本業務は、広範囲にわたる２６箇所の排水機場群を連結して、洪水時の
緊急連絡体制の構築や、維持管理費のコスト縮減計画等最適な管理運営
基準を策定する業務である。このような広範囲にわたる排水機場群の管理
運営に係わる検討は、農林水産省より受託し「土地改良施設管理基準（排
水機場編）」を策定したノウハウ（基準制定の技術的経緯・類似基準への
精通・技術資料蓄積等）を持つ（財）日本農業土木総合研究所が、国内唯
一のシンクタンクであり競争を許さないことから会計法29条3第4項に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

567
（財）日本農業土木総合
研究所

常願寺川沿岸農地防災事業常
願寺川沿岸地区施工評価検討
委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局常願寺川沿
岸農地防災事業所長
窪　豊則
（富山県富山市黒崎
275）

平成17年11月9日 2,761,500

　本業務は、国内有数の激流河川に設置されている大規模な頭首工、及
び水管橋の施設更新に対して、設計目的に対する検討・評価・助言を受
け、既存施設を供用しながら長寿命化の施工を検討する業務であるが、こ
のような環境に於ける大規模な農業施設の設計施工に関する高度な専門
的技術力を有するのは、（財）日本農業土木総合研究所が唯一の団体で
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度企画競争を実
施）

１８年度限り
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568
（財）日本農業土木総合
研究所

土地改良施設管理基準（排水機
場編）検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年5月11日 7,990,500

　本業務は、排水機場の管理基準を改定する業務であるが、基準改定に
あたっては、①旧基準の制定に至った技術的経緯とともに類似基準等に精
通していることが不可欠である。また②デ－タの検証及び新たな技術の蓄
積が必要のみならず、過去のデ－タ・技術との比較検討するにも類似基準
に対する知識が必要である。さらに③調査は単年度で終了するものではな
く、調査・検討の継続性が特に重要であることから、現基準の制定にたづさ
わった（財）日本農業土木総合研究所以外に改訂作業を行うことは困難で
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

569
（財）日本農業土木総合
研究所

九頭竜川下流（一期）農業水利
事業分水工基本設計設計ＶＥ検
討業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年9月9日 5,376,000

　本業務は、国内最大級の大口径のパイプラインの幹線用水路が高速道
路を横断し、その直下流で２箇所に分水する分水工の設計を行う業務であ
る。狭小な高速道路横断部での安全な設計・施工計画の策定及び限定さ
れた用地内での複雑な分水工の設計は、VE手法の導入により、水理面・
構造設計面・コスト面よりの総合的検討を進める必要があることから、農業
施設の設計施工に関する高度な専門的技術力における、ＶＥ手法による運
営検討会の実績が十分ある（財）日本農業土木総合研究所が唯一の団体
であり競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

570
（財）日本農業土木総合
研究所

農業水利施設（ポンプ設備）保全
管理検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年10月21日 4,924,500

　本業務は、ポンプ設備の維持管理事例からライフサイクルコストによる予
防保全対策の方向性と、長寿命化を目指した保全管理のあり方について
検討を行うものであるが、このような施設の保全管理に関する新たな技術
分野での分析・検討が可能な団体は、高度な専門技術力及び豊富な技術
資料の蓄積量を有する（財）日本農業土木総合研究所が唯一の団体であ
ることから会計法第２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

571
（財）日本農業土木総合
研究所

亀田郷農業水利事業亀田郷地
区効果的事業方策検討（その２）
委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局信濃川水系
土地改良調査管理事務
所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４
９－３）

平成17年7月26日 7,948,500

　本業務は、都市近郊である亀田郷地区の効果的農業農村整備事業の実
施対策を検討するものである。過去に農林水産省から委託を受けて実施し
た「都市近郊型農業総合開発モデル調査業務」と関連する業務であり、昨
年度に引き続き実施するものである。（財）日本農業土木総合研究所はこ
れに関する多くの知見を有し、本業務に関する総合的分析能力を有してお
り、競争を許さないことから会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

572
（財）日本農業土木総合
研究所

九頭竜川下流（二期）農業水利
事業地域資源維持保全等検討
業務の委託

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
渡邊　光邦
（福井県坂井郡丸岡町
愛宕２番）

平成17年10月26日 9,450,000

　本業務は、国内最大級大口径のパイプライン用水路の維持管理・保全対
策について検討及び解析・分析し工事施工に反映するものである。それら
については農業用施設の設計施工等に関する高度な専門的技術力及び
技術資料の蓄積において、（財）日本農業土木総合研究所が国内唯一の
団体であり競争を許さないことから、会計法２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

573
（社）農業土木機械化協
会

白根郷農地防災事業
白根排水機場除塵設備技術検
討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局白根郷農地
防災事業所長
鳥越　進
(新潟県新潟市能登
686-1)

平成17年6月15日 4,399,500

　本業務は,完全輪中地帯である白根郷地域５千余haの機械排水を担う重
要施設である白根排水機場の除塵設備技術の検討を行う業務である.この
ような機械排水のみに依存する地域では万が一不測の事態が生じた場
合、取り返しの付かない重大な事態が生じる恐れがある。また将来の管理
体制を考慮した構造、及び安全かつコスト面上有利な施設計画を検討する
必要があるが、このような大規模な施設設計が可能な高度な技術力を有
すると共に実施設計計画の実績を十分有する（社）農業土木機械化協会
以外は困難であり競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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574
（社）農業土木機械化協
会

全体実施設計新川流域地区新
川河口排水機場ポンプ設備技術
検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局信濃川水系
土地改良調査管理事務
所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４
９－３）

平成17年8月22日 28,507,500

　本業務は,国内最大級の新川河口排水機場のポンプ設備の全面更新を
検討する業務である。当施設は、新潟平野概ね２万haの機械排水を担う重
要施設である。なお更新内容は土木構造物を既設利用しながら更新工事
を実施する全国でも前例のない高度な技術力が要求される計画であり、大
規模施設では万が一不測の事態が生じた場合、取り返しの付かない重大
な事態が生じる恐れがある。このため、ポンプ設備について高度な技術力
と専門的知識を活かした検討が必要であるが、このような大規模な施設設
計が可能な技術力を有し、同規模程度の実績を十分有する（社）農業土木
機械化協会以外は困難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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

575
（社）農業土木機械化協
会

全体実施設計新川流域地区新
川河口排水機場他機能診断技
術検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局信濃川水系
土地改良調査管理事務
所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４
９－３）

平成17年10月7日 7,906,500

　本業務は国内最大級の新川河口排水機場のポンプ設備の全面更新を
検討するに必要な選定手法・マニュアル等を策定する業務である。当施設
は、新潟平野概ね２万haの機械排水を担う重要施設である。なお更新内容
は土木構造物を既設利用しながら更新工事を実施する全国でも前例のな
い高度な技術力が要求される計画であるが、このような大規模施設かつ変
則的施工計画を策定する際の機能診断の手法・マニュアル整備のおいて
は、高度な技術力と専門的知識を有し、実績を十分有する（社）農業土木
機械化協会以外は困難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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

576 （社）農業土木事業協会
亀田郷農業水利事業親松排水
機場水管理システム補足設計委
託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局信濃川水系
土地改良調査管理事務
所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４
９－３）

平成17年9月5日 4,819,500

　本業務は、亀田郷地域８千６百haの機械排水を担う重要施設である親松
排水機場の操作管理設備（水管理システム）を構築する業務である。親松
排水機場は新潟市内の流域の排水も担っており、万が一不測の事態が生
じた場合、取り返しの付かない甚大な被害が生ずる恐れがある。また本地
区は、多工種（排水機場・揚水機場・水門扉）に渡る多くの施設を対象とす
る操作監視制御設備（水管理システム）が必要であり、そのシステムの構
築には農業用排水施設に関して幅広い知識と高度な技術力と専門的知識
を有する必要があるが、それらを有し、十分な実績を有すると共に平成１６
年度に実施した親松排水機場水管理システム実施設計業務補足設計業
務の補足設計であることから（社）農業土木事業協会以外では困難であ
り、競争を許さないことから会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

577 （社）農業土木事業協会
ゲート設備機能技術検討委託業
務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年6月27日 2,950,500

　本業務はゲ－ト設備の技術指針を策定する業務である。これらの施設設
計においては、高度な技術力と専門的知識を有し農業用機械設備に精通
し、十分な実績を有する国内唯一の（社）農業土木事業協会以外にはなく、
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

578 （社）農業土木事業協会 水管理システム他技術検討業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局柏崎周辺農
業水利事業所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田
18-15）

平成17年6月10日 14,080,500

　本業務は３箇所のダム、２箇所頭首工及び多くの分水工の用水管理シス
テムの構成及び技術検討を行う業務である。広範囲（３千６百ha）で多く施
設を連動する複雑な水管理システムが万が一不測の事態が生じた場合、
取り返しの付かない重大な事態が生ずる恐れがある。このような大規模な
システムの構築には、農業用排水施設に幅広い知識と、高度な専門性及
び技術を有すると共に、用水管理手法及び管理制御施設機器等の専門的
な技術と、十分な能力と経験・実績を有する国内では唯一の（社）農業土木
事業協会以外では困難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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

579 （社）農業土木事業協会
白根郷農地防災事業
中央管理所移設技術検討委託
業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局白根郷農地
防災事業所長
鳥越　進
(新潟県新潟市能登
686-1)

平成17年7月1日 4,294,500

　本業務は、白根排水機場他２排水機場を含めた監視制御を行う中央管
理所移設に伴う現施設の機能診断を行う業務である。白根郷地域は機械
排水にたよる完全輪中地帯のであり、各排水機場の役割は白根郷地域５
千haの農地の湛水被害や、その周辺に広がる宅地等の浸水被害を防止
する重要な使命を担っている。これらの施設に万が一不測の事態が生じた
場合、取り返しの付かない重大な事態が生じる恐れがある。このため中央
管理所の移設の機能診断においては、農業用排水施設に幅広い知識と、
高度な専門性及び技術を有するのは（社）農業土木事業協会しかなく、競
争を許さないことから会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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580
（社）地域資源循環技術
センター

別山水系水質調査解析その２業
務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局柏崎周辺農
業水利事業所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田
18-15）

平成17年4月1日 9,145,500

　本業務については、工事実施に伴う水質の影響を把握し、農業用水の水
質分析を行い、計量証明書を発行することのできる高度な専門性及び技
術を有する必要があり、また、用水管理手法及び管理制御施設機器等の
専門的な技術検討、十分な能力と経験を有する機関は（社）地域資源循環
技術技術センタ－以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

581
（社）農業農村整備情報
総合センター

農業土木技術者地方研修及び
講習会実施委託

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年5月11日 1,648,500

　本研修等は、農業農村整備事業に携わる技術者を育成するものであり、
講師は高度な技術的知識を有した講師を選定する必要があり、事業内容
に精通し豊富な情報と十分な実績を有する（社）農業農村整備情報総合セ
ンタ－以外は困難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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

582
（社）農業農村整備情報
総合センター

事業実施技術資料整備業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局日野川用水
農業水利事業所長
三好　英幸
（福井県越前市小野谷
町２１－３）

平成17年6月20日 4,956,000

　この業務は、事業実施に伴う技術資料等を、整理・データ化するものであ
り、全国の国営事業及び農業農村整備に関して精通し整理・データ化に伴
う専門的知識・技術情報を有してる者は無いため、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

583
（社）農業農村整備情報
総合センター

事業資料編集（その２）業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局日野川用水
農業水利事業所長
三好　英幸
（福井県越前市小野谷
町２１－３）

平成17年8月2日 12,705,000

  事業資料の編集（事業誌）には、全国の国営土地改良事業及び農業農
村整備事業に関し精通していることが必要であり、その専門的知識・技術
情報を有し、かつ他の事業誌作成にも実績がある当該者以外に本事業内
容を熟慮した編集が行える者は無いため、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

584
（社）農業農村整備情報
総合センター

共同事業精算資料作成他業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局日野川用水
農業水利事業所長
三好　英幸
（福井県越前市小野谷
町２１－３）

平成17年12月20日 7,140,000

　この業務は、事業完了に伴う共同事業精算資料等のとりまとめを行うも
のであり、全国の国営事業及び農業農村整備に関して精通していることが
必要であり、その専門的知識・技術情報を有し、かつ精算資料作成にも実
績がある当該者以外に本事業内容を熟慮したとりまとめが行える者は無い
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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

585
（社）農業農村整備情報
総合センター

加賀三湖周辺農地防災事業完
了図書作成等業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局石川農地防
災事業所長
德田　優三
（石川県小松市島町ル
65番地）

平成17年12月8日 7,135,800
　契約の相手方は、技術資料検索システムを既に構築しており、当該業務
に必要な各種情報の編集に専門の技術力を有しているため、競争を許さ
ないので会計法29条の3第4項に基づく随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

586
（社）農業農村整備情報
総合センター

邑知地溝帯農地防災事業事業
成績書等作成(その2)業務委託

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局石川農地防
災事業所長
德田　優三
（石川県小松市島町ル
65番地）

平成17年11月28日 14,227,500

　契約の相手方は、技術資料検索システムを構築しており、業務の効率的
な遂行ができ、農林水産省としての機密事項・その他の個人情報を物理的
にセキュリティー確保できる条件が整っており競争を許さないため会計法
29条の3第4項に基づく随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

587
（社）農業農村整備情報
総合センター

板倉及び笹ヶ峰農地保全事業事
業誌等作成業務　板倉事業誌
300部、笹ヶ峰300部

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局上越農地保
全事業所長
大羽　泉
（新潟県上越市板倉区
針６７９）

平成17年7月12日 25,830,000
　事業誌及び事業成績書等作成に数多くの実績をもち、各種情報の編集
に専門の技術力を有し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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

588
（社）農業農村整備情報
総合センター

環境配慮実績とりまとめ（その１）
業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局阿賀野川右
岸農業水利事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成18年2月13日 4,431,000

　本業務の実施に当たっては、農業農村整備事業の実施における環境配
慮に関する専門技術を有し、かつ、本地区の実態に精通し、他地区の事例
等の知見が必要である。
　（社）農村環境整備センターは、環境配慮に関する技術検討の実績を多
数有し、かつ、農村環境の保全・整備に関する専門的知識を有する学識経
験者等からなる専門委員会を組織するなど、環境配慮についての知見を
有しているのは（社）農業環境整備情報センターしかなく競争を許さないこ
とから会計法29条3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

589
（社）農業農村整備情報
総合センター

九頭竜川下流（二期）農業水利
事業環境保全計画検討業務の
委託

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
渡邊　光邦
（福井県坂井郡丸岡町
愛宕２番）

平成17年10月24日 4,420,500

　本業務の遂行にあたり、同種業務を数多く実施するとともに、個別の地区
の具体的な計画策定・整備技術を検討してきた結果、特色のある事例の
蓄積など豊富な経験を有し、農業農村整備事業の円滑な推進について卓
越した推進体制を擁している（社）農村環境整備センターに委託するのが
最も相応であり、競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当す
るため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度企画競争を実
施）

１８年度限り

590
（社）農業農村整備情報
総合センター

外山ダム自然環境保全検討他
委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局佐渡農業水
利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２
５）

平成17年10月11日 7,056,000

　本業務は、外山ダム建設予定地周辺における環境保全方策に関する検
討及び利活用計画の策定を行うものであり、このような総合的な見知を有
する団体は、（社）農業環境整備センタ－以外に存在しないことから、競争
を許さず、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

591
（社）農業農村整備情報
総合センター

後谷ダム自然環境保全整備地
維持管理計画検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局柏崎周辺農
業水利事業所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田
18-15）

平成17年10月25日 4,525,500

　本業務については、ダム建設予定地に生息する貴重動植物の移植地の
維持・保全管理体制を確立するものであり、構想計画から実施計画まで一
貫して行うことが必要であり、ダム建設予定地の周辺環境整備構想計画を
策定した（社）農村環境整備センター以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

592
（社）農業農村整備情報
総合センター

常願寺川沿岸農地防災事業常
願寺川魚類調査（その２）委託業
務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局常願寺川沿
岸農地防災事業所長
窪　豊則
（富山県富山市黒崎
275）

平成17年4月19日 4,200,000

この調査は我が国屈指の急流(河川勾配1/30）かつ濁流河川での魚道の
あり方の検討に資するもので、技術的な諸問題を専門的な立場から総合
的・客観的に判断する必要があり、専門技術者と業務遂行に優れた技術
力を有していることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

593
（社）農業農村整備情報
総合センター

地区調査庄川左岸地区環境配
慮調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局西北陸土地
改良調査管理事務所長
山田　芳美
（石川県小松市園町ホ８
５番地１）

平成17年11月17日 4,200,000

  本業務は庄川左岸地区環境計画の策定のため、過年度の調査結果及び
事業計画を踏まえて環境配慮計画の取りまとめを行うもので、（社）農村環
境整備センターは平成１４～１６年度に同地区の環境配慮調査を受託し環
境に関する調査・各種検討等を実施して、調査結果から現地状況等を十分
把握しており、過年度の調査結果等の取りまとめが主体となる本業務にお
いて、期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適正な調査・計画を実施するこ
とができる。また、同センターは農村地域の環境整備に関する専門的技術
と技術資料を有し、全国的に幅広い活動を実施しており、こうした機関は
（社）農村環境整備センタ－以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度企画競争を実
施）

１８年度限り
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594
（社）農業農村整備情報
総合センター

白根郷農地防災事業
白根排水機場環境に配慮した利
活用検討委託その２業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局白根郷農地
防災事業所長
鳥越　進
(新潟県新潟市能登
686-1)

平成17年6月3日 8,242,500

本業務は、白根排水機場の既設機場跡地の利活用整備計画の検討及び
新設機場の周辺環境との調和に配慮した計画検討を行う業務であり、農
村地域住民の憩いの場となる施設として特に環境に配慮した施設となるこ
とが求められている。
（社）農村環境整備センターは、農村地域における景観・親水を主とした生
活空間の環境整備に関する調査、試験、研究及び技術開発を行うと共に、
その成果の普及啓発、技術者の育成を行い、環境整備に関する技術の向
上を図ることを目的に設立された社団法人であり、過去の農村環境空間づ
くりの成果を豊富に有し、研究成果をフィードバックできるのは（社）農村環
境整備センターしかないため、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

595
（社）農業農村整備情報
総合センター

全体実施設計新川流域地区環
境計画策定検討調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局信濃川水系
土地改良調査管理事務
所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４
９－３）

平成17年7月5日 9,000,000

本調査は、施設更新を目的とした全体実施設計のための調査として、新川
流域全体の広域的な視点からの環境の現況把握をとりまとめ、さらに環境
保全を推進するための「新川地区環境計画」策定に必要な基礎資料の整
理・検討を行うものである。（社）農村環境整備センターは、農業農村整備
環境対策指針策定事業に関連し、農村環境の特性把握に必要な環境資
源調査項目や調査手法について研究しており、国営事業地区環境計画の
策定に精通していること及び同センター内に設置している学識経験者から
なる専門委員より指導・助言を得ることが可能である。このことから競争を
ゆるさず、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

596
（社）農業農村整備情報
総合センター

田んぼの生きもの調査取りまと
め業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２丁目２番
６０号）

平成17年6月13日 4,011,000

本業務は北陸農政局管内の実施中の国営事業地区内(６地区)で実施する
「田んぼの生きもの調査」に対して、調査で堪忍された魚類・カエル等の種
の同定、調査結果の集計、分析、管内の生息分布の全国との対比、水田
や農業水利施設の多面的機能に関する考察など調査結果の集計・分析を
行うものであり、これまで学術的な知見の少なかった水田周辺の生態系に
関して、多岐にわたる情報を客観的・科学的に収集・整理するものであるた
め、調査の取りまとめに当たって、魚類等生物分野に関する専門技術者の
知見や、情報の蓄積を有した機関が行うことが必要である。　また、今回の
調査は全国一斉に実施し、その結果を全国集計して取りまとめ、公表する
予定であり、全国の調査結果の取りまとめを一元的に行う必要がある。　さ
らに、今年度の調査は、平成１３年度から実施された調査を引き継いで実
施するもので、調査結果の分析等に当たっては、これまでの調査内容、調
査成果との連続性、整合性に配慮する必要がある。　
①専門性に関しては、社団法人農村環境整備センターには、生物分野に
関して知見を有する専門技術者が多数在籍するとともに農村環境に関す
る学識経験者からなる各種の専門委員会を複数設置しており、専門的見
地から、本調査の取りまとめを行うのにもっとも適している。
②一元性については、、社団法人農村環境整備センターは、全国で行われ
る同調査の取りまとめを一括して行うことを予定しており、同一の観点によ
る調査結果分析の統一性確保が可能であり、一元的に行うためには同セ
ンターに委託することが適当である。
③継続性については、社団法人農村環境整備センターは、本調査を開始
した平成１３年度から、調査マニュアルの作成、調査の助言、調査結果の
取りまとめなどに携わっており、これまでの経験・データを生かした的確な
助言や調査結果の取りまとめができることからもっとも適している。
このように、本件委託業務に期待する成果を達成できるのは、農村地域の
自然環境について、深い知見と技術的蓄積を有するとともに、本件委託業
務を円滑かつ適切な業務の実施が出来る社団法人農村環境整備センター
しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

597
独立行政法人国立印刷
局

銀杯の単価契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成17年4月19日 4,222,288
過去の授与製品と変わらない品質の物の授与のためには、一定品質の製
品であることの品位証明を行う機関にもなっている造幣局製以外なく、会計
法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

―
単価契約
１７年度限り
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598 富士ゼロックス（株） 乾式電子複写機の保守契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成17年4月1日 18,395,168

本件の乾式電子複写機は、賃貸借契約により使用しているものであり、故
障等のトラブルが発生した際に適正かつ迅速に復旧の対応ができる保守
管理体制を考慮し、同機種の納入業者であり、最も精通しているので、会
計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

599 富士ゼロックス（株） 乾式電子複写機の保守契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成17年7月1日 1,357,946

本件の乾式電子複写機は、賃貸借契約により使用しているものであり、故
障等のトラブルが発生した際に適正かつ迅速に復旧の対応ができる保守
管理体制を考慮し、同機種の納入業者であり、最も精通しているので、会
計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

600 富士ゼロックス（株） 電話ＦＡＸの保守契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成17年4月1日 1,286,409
故障等のトラブルが発生した際に適正かつ迅速に復旧の対応ができる保
守管理体制を考慮し、同機種の製造メーカーであり、最も精通しているの
で、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

601 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局阿賀野川右
岸農業水利事業所長
千賀　壽明　
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 2,480,000
自社製品で作動システムに熟知し、かつ保守作業を迅速に対応することが
可能であり他の追随を許さず会計法29条3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

単価契約

602 富士ゼロックス（株） 乾式複写機保守

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局土地改良技
術事務所長
廣瀬　峰生
(金沢市新神田４-３-１
０)

平成17年4月1日 1,669,500
故障等のトラブルが発生した際に適正かつ迅速に復旧の対応ができる保
守管理体制を考慮し、同機種の納入業者であり、その機種に最も精通して
いることから会計法第２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

単価契約

603 （社）畑地農業振興会 畑地かんがい施設検討業務

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局佐渡農業水
利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２
５）

平成17年9月21日 4,483,500

本業務は、畑地かんがいに関する他地区の情報収集、本地区の実態調
査、調査結果の検討、本地区受益者への普及を行うことであり、このような
総合的な見知を有する団体は（社）畑地農業振興会以外に存在しないこと
から、競争を許さず、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

604 （財）日本土壌協会
広域農業基盤整備管理調査完
了地区フォローアップ調査「射水
郷地区」委託事業

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局西北陸土地
改良調査管理事務所長
山田　芳美
（石川県小松市園町ホ８
５番地１）

平成17年8月8日 1,200,000

　本調査は農村地域の実情と農業農村整備事業の双方に精通し、農業生
産・農業構造及び土地改良事業に対し幅広い専門知識と経験を有すること
が不可欠であり、（財）日本土壌協会は、全国的に同種の調査を数多く実
施している。 地域農業動向の変化等を把握し事業評価調査等の専門的な
知見と経験・能力を有する機関は（財）日本土壌協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度企画競争を実
施）

１８年度限り

605
全国土地改良事業団体
連合会

九頭竜川下流（二期）農業水利
事業広報資料作成業務の委託

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
渡邊　光邦
（福井県坂井郡丸岡町
愛宕２番）

平成17年12月20日 9,492,000

この業務は国営九頭竜川下流土地改良事業を農業者のみならず一般の
地域住民に対していかにして啓発するべきなのかを広報戦略を含め方策
を検討するものであるが、これまで同種業務を数多く実施するとともに地域
農業に精通した豊富な情報を有し、全国的なつながりを活用して効果的な
情報提供や手法の調査研究及び農業農村整備の円滑な推進について卓
越した支援体制を擁している全国土地改良事業団体連合会に委託するの
が最も相当であり、競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

606 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機（その
１）に係る賃貸借料、保守及び消
耗品の供給契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（名古屋市中区三の丸１
－２－２）

平成17年4月1日 2,875,085
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

607 独立行政法人造幣局 銀杯の単価契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（名古屋市中区三の丸１
－２－２）

平成17年4月1日 2,710,085
過去の購入品と同品質のものを確実に作成できるのは、独立行政法人造
幣局以外に無く、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

608
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度地域整備方向検討
調査「渥美半島地域」整備構想
策定調査委託業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年11月2日 9,555,000

幅広く産・学・官の人材を結集し、農業土木技術の基礎研究をはじめ、農業
農村整備の施策や事業の実施等に関する調査研究を多数実施しており、
政策提案、計画立案及び事業評価に関する調査・研究・開発、設計、施工
などを専門的に行う機関であり、本業の遂行に十分な能力を有する（財）日
本農業土木総合研究所以外に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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

609
独立行政法人農業・生物
系特定産業技術研究機
構

平成１７年度計画基準基礎諸元
調査委託業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年6月3日 945,000

本調査は、施設規模の違うハウスにおける用水量を把握することにより、
その影響を検証し、適用に当たっての留意点を見出すものである。本調査
の実施ほ場は野菜茶業研究所が別途民間企業と共同研究をしている大型
ハウスで行うものであり、専門的知識・技術は十分であることだけでなく、
調査ほ場の関わる設備、営農スケジュ－ル等に精通している機関は（独）
農業・生物系特定産業技術研究機構以外になく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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

610
（社）日本アグリビジネス
センター

平成１７年度広域農村総合整備
基本調査「北設楽地域」委託業
務

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年7月15日 1,500,000

農業経営、地域計画等の業務経験が３０年以上ある職員や技術士資格
（農業部門）を有する職員が配置されるなど、専門的見地及び技術を擁し
ている。また、大学、試験場、研究機関等への幅広いネットワ－クを活かし
て、高度な技術を有している学識経験者の参画により地域計画等の調査
研究を総合的かつ効率的に実施する等的確な対応が可能であり、１６年度
の調査のうち北設楽地域の調査・分析を行っているので、技術的側面に深
く関わっており、基本計画の取りまとめにおいても、今までの経験・デ－タを
活かした的確な助言や調査結果の集計及び分析が可能である社団法人
日本アグリビジネスセンター以外に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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに指名
競争入札に移行）

611
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度田んぼの生きもの
調査取りまとめ業務委託

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（名古屋市中区三の丸１
－２－２）

平成17年6月8日 1,638,000

　本調査は、農業農村の持つ多面的機能の維持・増進するための手法検
討のため行うもので、下記理由から（社）農村整備環境センターしかなく会
計法第２９条の３第４号に該当するため。
　（１）農村地域における景観や親水空間の創設、水質及び生態系等「景
観や環境への配慮」に向けた環境整備並びに農村の活性化や住環境の
向上に関する調査、研究、試験及び技術開発を行っており、農村環境整備
に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績をもっている。(２)農林水産
省等から水環境整備事業にかかる評価手法検討業務を行っており、また、
個別地区における事業の多面的機能、費用対効果等の検討業務を国営
事業所、都道府県から受託してきている実績。(３)農村環境保全・整備に関
わる専門的な知識を有する学識経験者(農業工学、建築学、地域計画、生
態系、文化人、ジャーナリスト等)からなる専門委員会(約１５０名)を組織し
ている。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

612
（社）農村環境整備セン
ター

東海農政局管内環境配慮対策
検討業務委託

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年10月13日 8,337,000

　本業務は、管内各事業所で作成する「環境配慮の基本的な考え方」及び
各事業所で実施する環境配慮内容やモニタリング方法について、専門家
及び学識経験者からなる環境情報協議会からの意見・助言を取りまとめる
とともに、環境配慮対策の事例収集及びデータベース化及びその取扱い
要領を策定する。また、上記環境配慮事例のＰＲ資料の作成、各事業区域
の環境資源情報を取りまとめ環境配慮対策を検討する際の基礎図面の作
成、環境配慮の普及・啓発のための研修会の実施を行うものであり、下記
理由から（社）農村環境整備センターしかなく、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）農村地域における景観や親水空間の創設、水質及び生態系等「景
観や環境への配慮」に向けた環境整備並びに農村の活性化や住環境の
向上に関する調査、研究、試験及び技術開発を行っており、農村環境整備
に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績をもっている。(２)農林水産
省等から水環境整備事業にかかる評価手法検討業務を行っており、また、
個別地区における事業の多面的機能、費用対効果等の検討業務を国営
事業所、都道府県から受託してきている実績。(３)農村環境保全・整備に関
わる専門的な知識を有する学識経験者(農業工学、建築学、地域計画、生
態系、文化人、ジャーナリスト等)からなる専門委員会(約１５０名)を組織し
ている。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

613 富士ゼロックス（株）
平成１７年度デジタル複合機外
保守契約

分任支出負担行為担当
官代理
東海農政局木曽川水系
土地改良調査管理事務
所次長
空野　光治
（愛知県名古屋市昭和
区白金三丁目１１－１６）

平成17年4月1日 1,668,639
　この複写機については富士ゼロックス（株）が製造しているものであり、他
の業者では保守を行うことが不可能であるので、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

614
（社）農業農村整備情報
総合センター

濃尾用水地区犬山頭首工管理
事業補助業務

分任支出負担行為担当
官代理
東海農政局木曽川水系
土地改良調査管理事務
所次長
空野　光治
（愛知県名古屋市昭和
区白金三丁目１１－１６）

平成17年4月1日 20,391,000

　本業務は、豊富な管理経験を基に安定した取水の維持及び急変する気
象により土地改良区から刻々と連絡される要望量の変更並びに木曽川本
川の洪水に対し、適切なゲート操作を行う必要がある。（社）農業農村整備
情報総合センターは本頭首工の管理経験者を多数有し、利水・治水及び
配水に中立的な立場で業務を遂行でき、過年度における業務実施を有し
ており、本業務の円滑かつ安全な実施にあたって他と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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

615
（社）日本アグリビジネス
センター

特定中山間保全整備基本計画
調査飛騨北部地域計画策定等
調査１式

分任支出負担行為担当
官
東海農政局木曽川水系
土地改良調査管理事務
所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金
三丁目11番16号）

平成17年7月12日 2,992,500

　平成１４年度以降、本調査の構想検討作業に参画し、本業務に係る専門
的知識や手法及び現地の課題等に精通しており、本業務の円滑かつ効率
的な実施にあたって他との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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

616
独立行政法人緑資源機
構

特定中山間保全整備基本計画
調査飛騨北部地域計画推進調
査１式

分任支出負担行為担当
官
東海農政局木曽川水系
土地改良調査管理事務
所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金
三丁目11番16号）

平成17年7月25日 1,500,450

　全国的に調査事例の少ない特定中山間保全整備基本計画調査に精通
しているとともに、平成１５・１６年度の当該地域の計画推進調査の取りまと
め実績を有しており、本業務の適切かつ効率的な実施にあたって他との競
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

617 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借及び保守

分任支出負担行為担当
官
東海農政局土地改良技
術事務所長
米山　元紹
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年4月1日 2,753,240
　一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

618
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度管内国営事業総合
技術検討委員会実施業務委託

分任支出負担行為担当
官
東海農政局土地改良技
術事務所長
米山　元紹
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年8月10日 10,101,000

　本業務は、管内事業で実施してきた管水路、水路構造物付帯管理施設
を主として検討するほか、昨年度からの継続としてコンクリート構造物の耐
久性と対策技術等を対象に技術体系化の検討を進めるため、学識者、専
門家等により構成される「管内水利施設改築技術検討委員会」を組織し
て、年２回の委員の開催と現地調査を含めた「小委員会」を開催するもの
である。本業務の遂行に当たっては、農業土木各分野に関し高度な知識と
経験を有し、かつ、水利施設改築技術の多種多様な工法について熟知し
た技術が求められる。このため、業務に関連する最新の技術と知識を有
し、豊富な技術経験と知識を有している必要がある。関係機関及び学識経
験者等で構成する委員会及び小委員会の開催については、委員会運営の
豊富な経験と効率的な運営に精通していることが必要である。よって、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

619
（財）日本農業土木総合
研究所

東海農政局管内完成図書利用
システム業務委託

分任支出負担行為担当
官
東海農政局土地改良技
術事務所長
米山　元紹
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年8月19日 14,941,500

　本業務は、農業土木各分野に関し高度な知識と経験を有し、かつＧＩＳを
用いたシステムを構築するためには、熟知した技術が求められる。このた
め、業務に関連する最新の技術と知識を有し、かつこの分野に関する調査
研究を進めるとともに、豊富な技術経験と知識を有している必要がある。業
務の実施に当たっては、関係機関で構成する運営委員会を開催すること
から、委員会運営の豊富な経験と効率的な運営に精通していることが必要
である。よって、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

620
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度農業農村整備事業
先端技術調査普及委託業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局土地改良技
術事務所長
米山　元紹
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年8月31日 4,914,000

本業務は、農業用水に係る水質環境問題に関して高度な知識と経験を有
し、かつ水質環境の改善方法について熟知した技術が求められる。このた
め、業務に関する最新の技術と知識を有し、豊富な技術経験と知識を有し
ている必要がある。業務実施に当たっては、学識経験者に意見を求めるこ
とから、学識経験者で構成される専門部会を有していることも必要である。
よって、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

621
（財）日本農業土木総合
研究所

北野幹線水路上流部北野Ｍサイ
ホン実施設計設計ＶＥ検討会実
施業務委託1式

分任支出負担行為担当
官
東海農政局土地改良技
術事務所長
米山　元紹
（愛知県名古屋市中区
三の丸１－２－２）

平成17年7月20日 4,746,000

　本業務は、新矢作川用水地区北野幹線水路Ｍサイホンの設計に関する
ＶＥについて、審査検討するものであり、下記理由から（社）日本農業土木
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。
　（１）農業土木各分野に関し高度な知識と経験を有し、かつＶＥリーダーを
十数名有している。（２）同研究所はＶＥ（バリュー･エンジニアリング）手法
について熟知している。（３）農林水産省が設計ＶＥの試行を開始した平成
10年からＶＥ検討会の運営を受託している経験と実績がある。（４）民間の
先端技術について学術的な見地から公正に審査ができること。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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622
（社）農業農村整備情報
総合センター

工事出来形等関係資料整備業
務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新矢作川用
水農業水利事業所長
市野　吉造
（安城市大東町２２－１
６）

平成17年9月12日 9,817,500

・国営事業に係る種々の技術資料の作成を行うなど知識を豊富に有してい
る。
・農林水産省標準積算システムの開発等を独自に行っており、積算書等の
構成を熟知している。
・農林水産省用地事務・管理事務システムやＮＮ－ＣＡＬＳの開発等を独自
に行っており、工事基本台帳の構成を熟知している。
・他の国営事業地区の事業完了時に於いて土地改良施設管理台帳等を作
成する業務に関わった経験があることから、完了時を見据えた整備を行う
ことが出来る。
以上のことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

623
（社）農村環境整備セン
ター

環境配慮効果検討業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新矢作川用
水農業水利事業所長
市野　吉造
（安城市大東町２２－１
６）

平成17年12月21日 5,470,500

　本業務は、新矢作川用水地区における農業用水路の上部利用、親水空
間の創出等による環境配慮等に関する効果の検討を行い、事業の円滑な
実施に資することを目的としている。契約は下記理由から(社)農村環境整
備センター以外になく、会計法２９条の３第４項に該当するため。
　（１）農村地域における景観や親水空間の創設、水質及び生態系等「景
観や環境への配慮」に向けた環境整備並びに農村の活性化や住環境の
向上に関する調査、研究、試験及び技術開発を行っており、農村環境整備
に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績をもっている。(２)農林水産
省等から水環境整備事業にかかる評価手法検討業務を行っており、また、
個別地区における事業の多面的機能、費用対効果等の検討業務を国営
事業所、都道府県から受託してきている実績。(３)農村環境保全・整備に関
わる専門的な知識を有する学識経験者(農業工学、建築学、地域計画、生
態系、文化人、ジャーナリスト等)からなる専門委員会(約１５０名)を組織し
ている。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

624 （社）農業土木事業協会 水管理施設等補足検討業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新矢作川用
水農業水利事業所長
市野　吉造
（安城市大東町２２－１
６）

平成17年12月12日 15,834,000

　本業務の実施に当たっては、当地区の特徴等を十分考慮し、他地区の
事例を踏まえつつ、関係機関、学識経験者等の意見を聞きながら、十分な
検討を行い実施するため、下記の条件を満たす必要がある。（１）専門知識
を有し的確な施設の検討を実施できること。（２）水管理施設の検討経験が
豊富にあり、公正、公平な技術検討ができること。（３）平成１４年度に実施
した元業務に精通していること。　以上のことから、水管理制御施設・機器
等について高度な専門知識を有し、かつ当地区の実施設計業務を含め事
業実施地区における水管理施設等の技術検討業務の受託実績が豊富に
あり、さらに公正、公平な検討ができる(社)農業土木事業協会以外に競争
をゆるさないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

625
（社）農業土木機械化協
会

羽布ダム洪水吐ゲート等技術検
討業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新矢作川用
水農業水利事業所長
市野　吉造
（安城市大東町２２－１
６）

平成17年12月20日 14,280,000

　設備更新の時期を決定する要素として、その設備の維持管理状態が大
きなウェイトを占め、設備の更新の目安として耐用年数が挙げられるが、実
際には設備の使用状況、使用環境、設備の構成等により同種の設備で
あっても耐用年数を一律に決めるのは困難であることから個別の設備を診
断してその状態を決定することが重要である。このため、ゲート設備毎に的
確な機能診断を行い補修の有無を判断する必要がある。（１）ポンプ設備、
ゲート設備等の機械設備に関し高度な専門知識を有している。（２）機械設
備の更新技術に関わる調査業務の受託実績が豊富であり、公正・公平な
技術検討ができ信頼性が高い。（３）ゲート設備等の更新技術検討委員会
のメンバーであるとともに農業用施設機械設備更新技術の手引き(平成１３
年１１月）を発行しており、機械設備の更新技術に精通している。　以上の
理由から(社)農業土木機械化協会以外に競争をゆるさないことから、会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

626 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守契
約

分任支出負担行為担当
官
東海農政局宮川用水第
二期農業水利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成17年4月1日 2,140,084
　一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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627 富士ゼロックス（株）
電子複写機（フルカラー）賃貸借
及び保守契約

分任支出負担行為担当
官
東海農政局宮川用水第
二期農業水利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成17年4月1日 4,423,287
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

628
（財）日本農業土木総合
研究所

宮川用水第二期地区　斎宮調整
池ダム技術検討業務委託

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東海農政局
宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成17年8月19日 3,465,000

　本業務は、斎宮調整池の工事実施設計等について、技術的諸問題を専
門的立場から具体的に検討し、安全にして経済的な斎宮調整池の建設に
資するものであり、下記理由から（財）日本農業土木総合研究所しかなく会
計法第２９条の３第４項に該当するため。
　（１）農業用ダムの調査・設計・施工技術に関して専門的知識、ノウハウと
豊富な実績を有している。（２）農業用ダムに関する専門知識を有する学識
経験者からなる専門委員会を組織して適切な指導助言を得ることができ
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

629
（社）農業農村整備情報
総合センター

宮川用水第二期地区施設管理
図面等作成業務

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東海農政局
宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成17年11月7日 8,001,000

　本業務については、土地改良施設整理台帳付属図面の基礎となる出来
形図を独自の手法で作成するものである。また、多数の業者が作成した計
画・調査・設計・工事にかかる資料を統一的に取りまとめ、完了時を見据え
た整備が必要となる。そのため、施設管理図の構成等を熟知しているとと
もに事業全般に豊富な知識・経験を必要とする。これらの要件を備えてい
るのは当団体のみであり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

630
（社）農村環境整備セン
ター

斎宮調整池環境影響評価検討
委員会委託事業

分任支出負担行為担当
官
東海農政局宮川用水第
二期農業水利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成17年6月1日 1,995,000

　本業務は、斎宮調整池環境影響に基づき事後調査内容の検討及び整備
構想、維持管理方針を検討するものであり、下記理由から（社）農村環境
整備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。
　（１）農村地域における景観や親水空間の創設、水質及び生態系等「景
観や環境への配慮」に向けた環境整備並びに農村の活性化や住環境の
向上に関する調査、研究、試験及び技術開発を行っており、農村環境整備
に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績をもっている。(２)農林水産
省等から水環境整備事業にかかる評価手法検討業務を行っており、また、
個別地区における事業の多面的機能、費用対効果等の検討業務を国営
事業所、都道府県から受託してきている実績。(３)農村環境保全・整備に関
わる専門的な知識を有する学識経験者(農業工学、建築学、地域計画、生
態系、文化人、ジャーナリスト等)からなる専門委員会(約１５０名)を組織し
ている。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

631
（社）農村環境整備セン
ター

環境配慮整備構想検討業務

分任支出負担行為担当
官
農林水産省東海農政局
宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村
新開８９２）

平成18年2月10日 4,032,000

　本業務は事業で暗渠化した幹線水路上部について環境に配慮した整備
構想及び維持管理方針の検討を行うものであり、下記理由から（社）農村
環境整備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。
　（１）農村地域における景観や親水空間の創設、水質及び生態系等「景
観や環境への配慮」に向けた環境整備並びに農村の活性化や住環境の
向上に関する調査、研究、試験及び技術開発を行っており、農村環境整備
に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績をもっている。(２)農林水産
省等から水環境整備事業にかかる評価手法検討業務を行っており、また、
個別地区における事業の多面的機能、費用対効果等の検討業務を国営
事業所、都道府県から受託してきている実績。(３)農村環境保全・整備に関
わる専門的な知識を有する学識経験者(農業工学、建築学、地域計画、生
態系、文化人、ジャーナリスト等)からなる専門委員会(約１５０名)を組織し
ている。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

632
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度　新濃尾（一期）地
区工事出来形等関係資料整備
業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新濃尾農地
防災事業所長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１
４）

平成17年6月29日 8,085,000

・国営事業に係る種々の技術資料の作成を行うなど知識を豊富に有してい
る。
・農林水産省標準積算システムの開発等を独自に行っており、積算書等の
構成を熟知している。
・農林水産省用地事務・管理事務システムやＮＮ－ＣＡＬＳの開発等を独自
に行っており、工事基本台帳の構成を熟知している。　
・他の国営事業地区の事業完了時に於いて土地改良施設管理台帳等を作
成する業務に関わった経験があることから、完了時を見据えた整備を行う
ことが出来る。
以上のことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

633 （社）農業土木事業協会
犬山頭首工水管理システム技術
検討業務

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新濃尾農地
防災事業所長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１
４）

平成17年6月24日 9,219,000

　この業務は、犬山頭首工の一部洪水吐機能の変更により施設管理形態
が変更となることから、既存の水管理システムの全面的な見直し及び制御
機器等の更新が必要であり、それらに係る各種技術検討を行うものであ
る。業務の実施に当たっては、当地区の特徴等を十分に考慮し、他地区の
事例を踏まえつつ、関係機関、学識経験者やコンサル等の意見を聞きなが
ら、十分に検討の上実施する必要があり、専門的知識と的確な助言が要
求されることから、水管理制御施設・機器等について高度な専門知識を有
し、且つ当地区を含め事業実施地区における水管理制御施設等の技術検
討業務の受託実績が豊富である（社）農業土木事業協会以外にはないた
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

634
独立行政法人農業工学
研究所

地下水調査保全調査「亀岡盆地
地区」委託

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院
通り下長者町下ル丁子
風呂町１０２）

平成17年7月12日 2,000,000

　地下水調査保全調査「亀岡盆地地区」は、地区内の農業用地下水取水
施設において発生している地下水障害の発生機構を明らかにし、農業用
地下水の保全と適切な利用計画について検討することを目的としており、
地区内の地下水流動状況について、迅速かつ的確に調査を実施する必要
がある。本地区の地下水流動は、河川水及び水田かんがい用水の影響を
強く受けていると考えられるが、その寄与率の評価にあたっては、地下水
に特徴的に含まれる環境同位体濃度（ラドン濃度・トリチウム濃度）を調査
するのが最も有効である。このため、本委託事業の効率的・合理的な遂行
のためには、以下の条件が不可欠である。
①地下水の環境同位体に関する高い知見を有し、環境同位体分析及びそ
れを用いた地下水流動解析に高い技術的能力と豊富な研究実績があるこ
と。
②地下水の環境同位体に関する現地調査（現地での採水・試料調整）に多
数の実績を持つこと。
③環境同位体濃度を考慮した地下水モデル作成に精通していること。
④水田が持つ地下水かん養機能に関して豊富な研究実績があること。
⑤地下水調査全般に精通していること。
⑥現地での採水場所の指導が可能であること。
この点、独立行政法人農業工学研究所は、河川水及び水田かんがい用水
の寄与率の評価について、環境同位体を用いて先駆的に継続して取り組
んでおり、本委託事業に関する研究実績も多いことから、関する研究実績
も多いことから、円滑かつ適切な業務の実施が出来る本研究所に本事業
を委託することが最適であり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

635
（財）日本農業土木総合
研究所

平成17年度近畿農政局管内ダ
ム技術検討業務

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院
通り下長者町下ル丁子
風呂町１０２）

平成17年6月15日 9,765,000

ダム等の大規模かつ極めて高度な技術関係業務の委託に当たっては、
①地質等の条件が現場により様々であり、かつ工事費が莫大な金額の構
造物であることから、コスト縮減、安全性の観点から、ダム等の設計、工事
及び管理に当たっては、個別に極めて高度な検討が必要であり、これまで
の高度な技術力の蓄積が特に重要であること。
②ダムの各施工段階で生じる様々な課題に的確に対処するためには、地
質の状況等、設計から施工まで一貫して現場条件を把握しておく必要があ
ること。
③特に継続中の工事において、年度毎に委託先が相違する場合には、不
測の事態が発生した場合など、それまでの技術の蓄積（「ダム技術検討委
員会」（大学教授等で構成）を運営し、課題の把握・検討・分析を実施。）を
生かせず、適切な対応が困難であること
等の高度な専門性及び特殊性を有しており、これらに適切に対処可能なも
のは、ダムに関する設計、研究を支援するための高度な技術力を有する
(財)日本農業土木総合研究所が唯一の団体である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

636
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「流域水質の総合
的な保全・改善の為の連携方策
検討調査」

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院
通り下長者町下ル丁子
風呂町１０２）

平成17年11月7日 5,000,000

本業務は、湖沼における非特定汚染源による汚濁負荷の影響評価及び削
減方策について、関係する省庁が連携して調査・検討を実施し、関係公共
事業の連携方策をとりまとめ、流域水質の保全・改善の推進に視すること
を目的としている。(社)農村環境整備センタ－は、田園環境整備マスタ－プ
ランの策定業務等を通じて、農村環境やこれに係る水資源や水循環につ
いての豊富な知識を有している。また、水質保全対策事業に係る計画段階
の水質調査、目標水質の設定や全体実施設計段階での専門的知見・知識
の提供等について豊富な実績を有しているほか、自然浄化機能を有効に
活用した手法「農村に適した水質改善手法」の取りまとめ等を実施してお
り、当該事業の方策を熟知している。このほか、農村地域の環境整備に関
する調査、試験、研究及び技術開発を行うとともに、その結果の普及啓
発、技術者の育成等を行い、環境整備に関する科学技術の向上と環境の
促進を図り、広く国民が求める美しい農村の創出及び農村地域の環境保
全に貢献する機関として上記の技術力や知見を有しており、円滑かつ適切
な業務の実施が可能であり、他省庁との連携の実績も有していることから
当該センタ－に委託することが適切と判断したため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

637
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「田んぼの生き物調
査」取りまとめ業務

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院
通り下長者町下ル丁子
風呂町１０２）

平成17年5月27日 3,600,000

　本業務は、水田及びその周辺水域（農業水路等）の生態系の現状を把握
する目的で実施する「田んぼの生き物調査」の調査方法の検討・指導、調
査結果の集計・分析等を行うものである。その実施に当たっては、調査マ
ニュアルの改善、統一性の確保、調査結果の蓄積及び分析の充実等が不
可欠であり、所期の成果を得るためには、本業務を継続して実施する必要
がある。
　本調査は、全国的に行われているものであり、統一性等が求められるこ
とから、調査に係る過去の経緯及び情報の蓄積及び分析等を基にした調
査方法の習得が必要であり、このような研修を行える唯一の機関が(社)農
村環境整備センターである。
　また、本センターは調査結果の集計・整理・分析のため、調査開始当初
（平成13年度）からシステムの開発を行い、データの分析・蓄積等を継続し
ており、データベース及び分析システムの著作権が発生している。
　さらに、平成１８年度は調査の最終年度であり、平成１３年度からの調査
結果を取りまとめることとしているが、本センターは調査開始時から調査を
実施していることから、過年度データの蓄積・整理・分析を行っており、統一
性等を確保した迅速かつ的確な取りまとめを行うことが可能な機関は、本
センターのみである。
　これらのことから、競争を許さないものであり、会計法２９条の３第４項に
該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
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の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

638 （社）農業土木事業協会
平成１７年度第二十津川紀の川
農業水利事業統合管理整備検
討業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川 和彦
（奈良県橿原市城殿町４
５９）

平成17年6月22日 15,151,500

本業務を実施するに当たっては、統合管理設備のシステムだけでなく、津
風呂ダム及び大迫ダム等の施設のシステムを正確に把握していることが
必要であり、社団法人農業土木事業協会はこれらの状況に精通しており、
他にこれらの状況に精通している者もいないため、競争を許さないことから
会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

639
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度大和紀伊平野農業
水利事業環境配慮基本計画策
定委託業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川 和彦
（奈良県橿原市城殿町４
５９）

平成17年10月7日 8,200,500

　本業務は、地域の多様な環境要素を総合的に考慮した基本計画を検討
し、環境に配慮した事業の推進に資することを目的する業務である。特に、
平成１８年度は最終年度であり、短期間に基本計画をとりまとめる必要が
ある。
　このため、本業務の実施に当たっては、これまでの検討状況を熟知して
いることが必須であり、加えて大和平野地区及び紀伊平野地区の歴史的
資源や景観資源等の地域の状況に精通していること、及び農村環境保全・
整備に係る専門的な知見等を有する必要がある。
　また、環境配慮基本計画の策定に当たっては、田園環境整備マスタープ
ランを踏まえ検討することが必須であるが、（社）農村環境整備センター
は、田園環境整備マスタープランの策定業務や「環境との調和に配慮した
農業農村整備事業を実施する際の調査計画・設計のための技術指針の手
引き」の作成にも関与し、生態系保全型水田整備について指導助言を行う
第三者機関（全国環境アドバイザー会議）を主催する等、環境との調和に
配慮した基本的な考え方や仕組み及び調査計画手法についても豊富な情
報と知見を有している。
　（社）農村環境整備センターは、これらの豊富な知見等を活かし、大和平
野地区ではワーキンググループ会議（県、村、改良区、事業所等）、紀伊平
野地区では学識経験者等を入れた環境アドバイザリー会議（学識経験
者、）を運営し、環境について活発な意見交換が行われている。
　これら本業務の遂行に必須となる条件を満たしているのは（社）農村環境
整備センター以外にはないため、契約の目的が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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

640
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度第二十津川紀の川
農業事業紀の川魚道整備とりま
とめ委託業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川 和彦
（奈良県橿原市城殿町４
５９）

平成17年10月21日 10,794,000

本業務は、第二十津川紀の川地区における魚類の生息状況、魚道の利用
状況についての整理及び専門家の評価も踏まえた魚道の機能評価等を行
い魚道整備報告書を作成する業務である。
本業務を実施するに当たっては、昨年度実施された「平成１６年度第二十
津川紀の川農業水利事業第二十津川紀の川地区魚道生態調査取りまと
め業務」の成果に平成１７年度実施中の魚道生態調査結果を含め評価を
行うことが必要である。これらの条件を満たし、円滑かつ適正な業務が実
施できるのは、昨年度の業務を実施し、また専門的な知見等を有する（社）
農村環境整備センター以外にはないため、契約の目的が競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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量
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（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

641
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度大和紀伊平野農業
水利事業（二期）老朽管の更生
方法とその設計手法に関する検
討委託業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川 和彦
（奈良県橿原市城殿町４
５９）

平成17年11月14日 4,935,000

　近年、老朽管の更生工法は各種企業から新工法として開発されていると
ころであるが、構造設計の手法や物性諸係数の考え方が各企業ごとにま
ちまちであり、統一した視点での設計手法が確立されていない現状にあ
る。
　本業務は、国営大和紀伊平野土地改良事業の一環として改修する農業
用用水路（管水路）の更生工法に関し、合理的かつ効率的な改修設計に
資するため、実際に老朽箇所を模擬管路の中に設けて、更生された管の
品質について模擬管路実証試験を実施することにより、施工性や耐久性を
適正に評価し、その設計手法を確立するといった専門性及び特殊性の高
いものである。
　さらに、本業務による研究成果は、本地区の改修設計のみならず、増大
する管水路の更新事業においても指針となるものであり、各種工法を統一
した視点で分析するためには、極めて高度な技術（専門的知識及び経験）
が必要とされる。
  特に、平成１８年度は最終年度であり、極めて短期間に設計手法を確立
する必要があり、確立に当たっては前記実証試験のデータ、現象等の細部
に至るまでの把握が必須である。
　独立行政法人農業工学研究所は、農業基幹施設の構造に関する基礎的
研究を行う実験設備が数多く整っており、模型実験（実証試験）に関して知
識の豊富な研究員も配置されているとともに、農業水利施設の模型実験に
関する実績も多い。
　前述のとおり、本業務は極めて専門的かつ特殊な模型実験を行い、高度
な技術力による分析、設計手法の確立を目的とすることから、模型実験に
関して高い技術と実績を保有し、本業務を委託するのに必要な条件を具備
する同研究所以外に競争の相手がいないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

642
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度都市化地域水環境
改善実証調査｢龍野地区」農業
工学研究業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局淀川水系土
地改良調査管理事務所
長
田村　成明
（京都市伏見区桃山町
永井久太郎56番地）

平成17年11月15日 1,050,000

　本業務は平成１４年度から実施した調査データの集計・分析や水辺環境
改善効果の評価を総括するもので、平成１８年度は最終年度である。この
ことから、極めて短期間に総括を行う必要があり、調査実績の理解度が総
括内容に大きく影響する。前年度までに実施した者が得たノウハウを、他
者が取得しようとした場合相当の期間を要することから、円滑かつ経済的
かつ的確な業務の実施のためには、農業用水路の水辺環境の改善につ
いて知識の豊富な研究員も配置されているとともに、同様の研究実績を数
多く有する（独）農業工学研究所以外にないため、競争を許さないことから
会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

643 （社）農業土木事業協会

平成１７年度国営造成水利施設
保全対策指導事業日野川地区
用水管理施設他予防保全基本
計画策定業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局淀川水系土
地改良調査管理事務所
長
田村　成明
（京都市伏見区桃山町
永井久太郎56番地）

平成17年12月26日 7,329,000

　本件委託業務に期待できる成果を達成できるのは、農業農村整備事業
に関する技術の向上と普及を通じて資源の総合的な開発及び国民経済の
発展に寄与することを目的とし、農業土木事業の計画、設計及び技術向上
に関する調査研究等の事業の実施、水管理システム制御施設設計の手引
きの発行や多数の国営事業地区の水管理システムの設計実績があるな
ど、水管理施設に関して総合的に検討できる知識と技術、並びに施設管理
者の財政状況や意向も踏まえた総合的な検討ができる広範な知識と技術
を有しており、円滑かつ地域特性に整合した業務の実施ができる（社）農業
土木事業協会以外に考えられないため、競争を許さないことから会計法２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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644
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度亀岡農地整備事業
環境配慮等推進業務１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局淀川水系土
地改良調査管理事務所
長
田村　成明
（京都府京都市伏見区
桃山町永井久太郎５６
番地）

平成17年5月23日 7,896,000

　本業務は、事業地域に生息する動植物等の生態系への配慮並びに景観
等の地域資源保全の観点から、事業における工事の計画・検証等を行うも
のである。本業務では、生息環境等の現地調査を基に地域住民の意見、
専門的知見等を調整し、反映しながら環境配慮施設の位置、規模、構造等
の検討を行うことが豊かな生態系や貴重な農村景観を保全するためには
極めて重要である。
（社）農村環境整備センターは、平成15年度の「亀岡地区環境アドバイザ
リー委員会」（学識経験者、専門家）創設時から平成17年度まで業務を
行っており、本地区の環境配慮へのワークショップを含めた意向調査及び
地区内のほとんどの範囲における植生調査・水生生物調査を実施してい
る。
  特に、最終年度である本年度は、「環境委員会」（H13設立、地域住民で
構成）及び前記「アドバイザリー委員会」との十分な意見調整（合意形成）
等を行い、環境配慮施設の効果の検証等を行うこととしており、これまでの
地域住民の意見、課題等について細部まで熟知していることが必須条件で
ある。
　これらのことから、円滑かつ地域住民を含めた関係機関と調整を図って
いくためには(社)農村環境整備センター以外に考えられず、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

645 （社）農業土木事業協会
川代ダム水管理施設更新実施
設計委託業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局淀川水系土
地改良調査管理事務所
次長
池田　久記
（三木市志染町三津田
1525）

平成17年9月9日 8,851,500

　本業務は、川代ダムの水管理施設更新のための実施設計を行うもので
ある。
　本業務実施に当たっては、機器の性能、OSの進化及び通信技術の進歩
などに対応する高度かつ専門的知識を有することが必須条件であるが、
（社）農業土木事業協会は「水管理システム制御施設設計の手引」（農水
省）の編集にも携わるなど、水管理施設に対して豊富な経験と高度な専門
知識を有し、設計実績も極めて豊富である。
　とりわけ、本地区は川代ダムをはじめ、呑吐ダム・糀屋ダムなどの水源施
設を国が直轄で管理しており、これら施設の総合的な管理を行う上で、シ
ステム上の設計思想や技術等の整合が必須条件いう特殊性を有してい
る。
　本協会は、専門家等で構成する委員会（学識経験者等で構成）を開催し
システム設計について十分な検討を行うことに加え、加古川水系全体の水
管理施設更新の基本設計及び呑吐ダム・糀屋ダムの水管理施設更新の
実施設計業務を実施しており、本協会に委託することにより、合理的でか
つ適切な業務遂行が可能であり、競争を許さないことから会計法２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

646
（社）地域資源循環技術
センター

平成17年度南近畿土地改良調
査管理　南部地域資源循環構想
検討業務委託事業　１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局南近畿土地
改良調査管理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町
下渕３８８－１）

平成17年6月10日 3,000,000

本業務は、バイオマスプラントにおける整備構想の導入施設の選定にあた
り、系列会社等への利益誘導を招くおそれがあるため、履行は営利を目的
としない公的機関しか不可能である。かつ構想に係るデータの保有、技術
の見地から履行可能なのは公益法人である（社）地域資源循環技術セン
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

647
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度十津川紀の川直轄
管理事業　大迫ダム濁水対策検
討委託業務　１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局南近畿土地
改良調査管理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町
下渕３８８－１）

平成17年11月9日 4,945,500

　本業務はダムの濁水問題について、緊急的に濁水発生メカニズムの推
定や濁水流出抑制対策手法の検討を行うもので、平成17年度から継続実
施し対策方法も数案策定しており、平成18年度はその対策方法を確定す
る最終年度である。
　地元関係者等は濁水の１日も早い解消を切望しており、この実現のため
には、大迫ダム濁水対策検討会（学識経験者、局、県）の場で迅速かつ的
確な対策方法を検討する必要があり、検討会を運営し、その検討の詳細を
把握し、かつ調査、研究を支援するための高度な技術力を持つ(財)日本農
業土木総合研究所以外に考えられないため、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｡

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
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648 富士ゼロックス（株） 電子複合機保守点検料

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局南近畿土地
改良調査管理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町
下渕３８８－１）

平成17年4月1日 1,989,332

富士ゼロックス製の電子複合機の保守については、富士ゼロックス又は富
士ゼロックスの特約代理店しか保守できない。本機器は奈良ゼロックス
（株）が納入していることから、同社が、当該機器の保守を行う。他に保守
を行う業者がなく競争を許さないことから会計法29条の3第4項に該当する
ため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

649 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー複合機保守
管理業務　一式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局土地改良技
術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大
亀谷大山町官有地）

平成17年4月1日 3,010,812

富士ゼロックス製の電子複写機の保守については、富士ゼロックス又は富
士ゼロックスの特約代理店しか保守できない。本機器は富士ゼロックス
（株）西日本支社が納入していることから、同社が、当該機器の保守を行
う。他に保守を行う業者がなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

650
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業 新湖北地区地域用水
機能評価検討業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局新湖北農業
水利事業所長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町
渡岸寺151-3）

平成17年6月29日 3,874,500

本業務は、①地域用水を対象として過年度実施された地域用水機能増進
に係る検討調査結果を踏まえ、地域用水機能としての評価を行い、適切な
用水路改修を実施する上での指標となる資料を作成するものであり②本
業務で行う検討は、学識経験者で構成される「水土里の環境創造懇談会」
において現地懇談会での討議を通じて行うため、農村環境整備における調
査研究、環境評価、学識経験者の助言・指導の実務や委員会運営が必要
である。このことから専門性及び特殊性を有する必要があり、農村環境整
備に関する計画手法の調査、研究、技術指導等に専門的知見、十分な能
力と経験を有する機関は（社）農村環境センター以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

651
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業 新湖北地区多面的機
能評価検討業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局新湖北農業
水利事業所長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町
渡岸寺151-3）

平成17年10月28日 4,977,000

本業務は、①新湖北地区における地域用水の状況把握②すでに竣工して
いる施設に関して地域用水機能がどのように発揮されているかを定性的、
定量的に把握検討し、今後の施設の多面的利活用に資するものであり、
農村地域の環境整備に関する専門性及び特殊性を有する必要がある。農
村地域における景観や親水空間の創出、生態系保全等農村環境整備に
関する計画手法の調査、研究、技術指導等の専門的知見、十分な能力と
経験を有する機関は（社）農村環境センター以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

652
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業 中央幹線水路防音効
果検証業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局新湖北農業
水利事業所長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町
渡岸寺151-3）

平成17年8月17日 1,806,000

　本業務は、水路の流水騒音の特性を調査し、その騒音対策工法を確定
する業務である。平成18年度は最終年度であり、昨年度の調査、室内模型
実験を受け、現地で実証試験を行い、対策を確定することとしているが、こ
のような騒音対策案件は検討事例が少なく、対策工法も確立しておらず、
極めて専門性及び特殊性が高く、対策工法は特許となる可能性も高い。
　このことから農業用水路の調査研究について十分な能力と専門的知識
の蓄積があり、模型実験等の確立した技術を持つ機関は(独)農業工学研
究所以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り
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653
（社）農村環境整備セン
ター

ため池環境調査等検討委託業
務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和平野農
地防災事業所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２
０２６）

平成17年6月14日 9,019,500

　本業務は平成6年度から実施してきたため池の環境対策等（環境配慮・
景観保全等の対策）の総括を行うもので、本年度が事業完了年度で極め
て短期間に総括を行う必要があるといった特殊性を有し、調査実績の理解
度が総括内容に大きく影響する。さらに、池内堆積土（軟弱土）で計測した
データ（平成15年度～平成17年度の埋設計器データ）を基に、堤体の安定
性・漏水などを考慮した堆積土の有効利用について全国の農業農村整備
事業に反映させることを目的に、学識経験者等から構成される検討会を開
催することとしている。これらのことから、これまで継続して調査・分析等を
実施し、また環境技術について全国の情報等を保有し、各種委員会を運営
した実績のある（社）農村環境整備センター以外になく、契約の性質が競争
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

654
（財）日本グラウンドワー
ク協会

ため池の地域住民参加型利活
用及び維持管理に関する検討委
託業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和平野農
地防災事業所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２
０２６）

平成17年8月5日 6,237,000

　本業務は、平成17年度より実施している、ため池の地域住民参加型利活
用及び維持管理に関する検討の総括を行うもので、本年度が事業完了年
度であり、極めて短期間に総括を行う必要があるという特殊性を有し、本
地区の検討状況等の理解度や、内外の農村地域における地域住民参加
に関する調査や維持管理の検討等の豊富な実績が総括内容に大きく影響
する。
　また、ため池の利活用等について学識経験者等で構成する委員会を開
催し、農家、土地改良区、地域住民等の様々な意見・要望を実績等を踏ま
え調整しているところである。
　これらのことから、全国各地のグラウンドワーク（都市とその周辺地区の
環境の改善・整備を、市民・行政・企業の三者が協力して行う運動）の支
援、育成と高度な情報通信ネットワークの活用による内外の環境活動の知
識が豊富な（財）日本グラウンドワーク協会以外になく、契約の性質が競争
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

655
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度巨椋池農地防災事
業　巨椋池の資源マップ作成業
務委託
一式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局巨椋池農地
防災事業所長
鈴木　尚登
（京都市伏見区深草大
亀谷大山町官有地）

平成17年10月21日 7,707,000

　本業務は、国営農地防災事業(巨椋池地区)に関し、
歴史や地域の農業、自然、景観等地域の資源について、幅広く一般住民
に広報するための資源マップ（水路、田、歴史資源等を示したマップ）を作
成するものである。作成に当たっては、平成17年度に設立した「巨椋池歴
史資源検討委員会」（学識経験者等で構成）の助言・指導を受けると共に、
特に、これまで明らかになっていない豊臣秀吉(16世紀後期)時代以前の歴
史的史実について、（社）農村環境整備センターが設立した「巨椋池歴史調
査会」（学識経験者、京都市、歴史資料館で構成）の解明した検討結果を
踏まえて実施するという特殊性を有する。
  特に18年度は事業完了年度であり、極めて短期間に業務の総括を行うこ
ととなり、その理解度が総括内容に大きく影響する。
　本センターは、平成17年度に業務を受託し、前記委員会及び前記調査会
の設立・運営を行い、既に委員会の審議及び調査会の史実解明の経過を
十分把握すると共に、巨椋池の特筆すべき着目点を整理した歴史資源
マップに関する中間的取りまとめを行っており、平成18年度業務においても
的確かつ迅速な成果が期待できる。
 したがって、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

656 （社）農業土木事業協会

平成１７年度 野洲川沿岸農地防
災事業（二期）野洲川ダム水管
理システム実施設計委託業務
１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　 雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成17年6月23日 9,586,500

本件委託業務に期待できる成果を達成できるのは、ダム等の農業基幹施
設の水管理システムに関する技術検討実績が多く､専門的知識や高度な
技術力を有するとともに、野洲川ダム既存設備の老朽度及び脆弱性等の
基礎的諸条件を熟知しており、同システムに精通した上で、円滑かつ適切
な業務の実施ができる（社）農業土木事業協会以外に考えられないため、
競争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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657
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度 野洲川沿岸農地防
災事業（一期）野洲川沿岸地区
事業広報検討委託業務
１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成17年6月2日 4,956,000

　本業務は、野洲川流域における歴史、農業及び土地改良施設・地域の
水利用など野洲川流域を一般に広報する目的で作成さたWebサイト（ぐる
ぐる委員会－yahoo!きっず等にも登録済）の管理・運営等を行うとともに、
その運用結果を踏まえ、新たなコンテンツの検討、提案等を行うものであ
る。その業務の遂行に当たっては、特殊性が高い土地改良施設や農業農
村整備事業という専門的な知識を活用し、加えて全国の膨大な蓄積データ
を踏まえた詳細な検討が必要となる。また、平成17年度までに作成したHP
は、受託者が著作権を所有する。
　本業務の成果を達成できるのは、土地改良施設や農業農村整備事業に
ついて専門的な知識を有し、かつＨＰの著作権を所有する全国土地改良事
業団体連合会以外に考えられないため、競争を許さないことから、会計法
２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

658
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度 野洲川沿岸（一期）
農地防災事業石部頭首工魚道
モニタリング及び評価検討委託
業務
１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成18年2月2日 14,322,000

本件委託業務は石部頭首工に建設された3カ所の魚道のモニタリング調査
を実施すると共に、魚道評価委員会（仮称）を開催し、周辺環境を考慮した
魚道の機能・改善点について取りまとめを行うものであるが、上記調査、委
員会の運営取りまとめ等に期待できる成果を達成できるのは、過去に本地
区で同様の委員会の運営・取りまとめを受託した実績があり、現地の状況
に精通している、（社）農村環境整備センター以外に考えられないため、競
争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

659
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度 野洲川沿岸農地防
災事業（二期）野洲川ダム小水
力発電検討委託業務
１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成18年2月1日 2,341,500

本件委託業務は野洲川ダムの改修に伴い計画されている、小水力発電設
備の可能性を検討するものであるが、上記検討に期待できる成果を達成で
きるのは、ダム等の取水・放流設備及び小水力発電に関する技術検討実
績が多く、同設備に精通しており、過去に既存設備の改修を目的とした「野
洲川ダム取水・放流施設技術検討業務」を受託し、野洲川ダム取水・放流
設備の基礎的諸条件を熟知している（社）農業土木機械化協会以外に考
えられないため、競争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

660 （財）林野弘済会
平成17年度野洲川沿岸農地防
災事業（二期）野洲川ダム保安
林解除申請図書作成業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成17年6月7日 995,400

本件業務は、事業者の計画調査から最終的に解除通知を受領するまでの
間、多岐・長期にわたって関係機関との協議、調整、精度の高い関係図書
の作成が求められる。そのため保安林の指定の解除申請に関する経験と
実績が多く、関係法令にも精通している（財）林野弘済会以外に考えられな
いため、競争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

661 （財）林野弘済会
平成17年度野洲川沿岸農地防
災事業（二期）林地開発事前協
議資料作成業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成17年11月16日 869,400

本件業務は、協議内容如何によっては、協議の長期化も想定され、工事の
遅延などの影響も想定される、こうしたことから本地区の事情を十分に考
慮し、円滑かつ早急に進める必要があり、関係法令や手続き等に精通し、
専門的な知識を有していることがひつようである（財）林野弘済会以外に考
えられないため、競争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

662 （財）林野弘済会
平成17年度野洲川沿岸農地防
災事業（二期）林地開発防災計
画資料作成業務

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局野洲川沿岸
農地防災事業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町
暁３番４３号）

平成18年2月9日 966,000

本件業務は、協議内容如何によっては、協議の長期化も想定され、工事の
遅延などの影響も想定される、こうしたことから本地区の事情を十分に考
慮し、円滑かつ早急に進める必要があり、関係法令や手続き等に精通し、
専門的な知識を有していることがひつようである（財）林野弘済会以外に考
えられないため、競争を許さないことから、会計法２９条３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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663 富士ゼロックス（株）
電子複写機(DocuCentre850V)
の賃貸借及び保守　３式

支出負担行為担当官代
理
中国四国農政局総務部
長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 4,032,400
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去、設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

664 富士ゼロックス（株）
電子複写機(FUJI XEROX 
DocuCentre659)の賃貸借及び
保守　３式

支出負担行為担当官代
理
中国四国農政局総務部
長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,877,800
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去、設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

665 独立行政法人造幣局 農林水産省銀杯の購入

支出負担行為担当官代
理
中国四国農政局総務部
長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 4,390,649
この物品は退職者及び永年勤続者への副賞に使用するもので、品位証明
を行う独立行政法人造幣局が作成することから最高の品質が保証される、
このことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

―
単価契約
１７年度限り

666
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「田んぼの生きもの
調査」取りまとめ委託事業　　１
式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井
1-4-1）

平成17年5月27日 4,350,000

本委託事業は、水田周辺水域の生態系に関して多岐にわたる情報を収集
する必要があり、魚類等生物分野に関する深い知見を有した学識経験者
等の高度な専門知識を必要とし、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（既に契約手続を終了し
ているもの及び契約手続を
開始しているものを除き公募
手続を導入）

１８年度限り

667
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度中国四国農政局管
内ダム技術検討業務委託事業　　
１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井
1-4-1）

平成17年6月27日 10,017,000

管内直轄事業に係る安全で合理的なダム建設のためには、一連の調査・
設計・施工上の諸課題についての対策を高度で専門的立場から検討を加
え、基本的方針を樹立する必要があり、また、過年度の知見を踏まえ継続
的に検討する必要のある案件も含まれる。このような高度で専門的な条件
で業務を遂行できるのは、長年にわたる豊富な経験に基づく専門的知識と
効率的な諸課題の処理に対するノウハウを有する（財）日本農業土木総合
研究所に限られ、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

668
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度多面的機能維持増
進調査委託事業

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井
1-4-1）

平成17年7月19日 2,500,000

本委託事業は、農業が有する多面的機能のうち、土壌浸食防止機能に関
する定量的把握とその機能評価手法を確立するためのものである。（独）
農業工学研究所は、土壌流出防止などの自然災害を抑制する機能を維
持・増進する技術開発とＧＩＳを利用した土地資源評価として、地形変化量
の解析等の調査が可能であり、本委託業務の目的に合致している。調査
成果についても実績があり有利と認められることから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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669
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度中国四国農政局性
能設計規定化検討業務委託事
業　　１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井
1-4-1）

平成17年9月30日 9,975,000

　性能規定化検討作業は、現行技術基準類を国際規格に整合するよう見
直すものであるが、性能設計手法はまだ発展途上の技術のため、本業務
の実施にあたっては現行の「土地改良事業計画設計基準」を熟知し、その
効用・効果に対する評価・分析能力を有しているとともに、農業農村整備事
業分野での性能設計手法の調査研究に精通していることが必要である。
　(財)日本農業土木総合研究所は、産学官の叡智を結集し、農業土木技
術の基礎研究を始め、土地改良計画設計基準の制改定作業等に携わって
いる。これまでに農林水産省から委託された「設計技術基準国際化対応緊
急調査委託業務」（平成12～15年度）、「管路設計に関す性能規定化検討
委託業務」（平成15年度）、「性能設計規定化調査検討業務」（平成15年
度）、「性能設計規定化検討委託事業」（平成16年度）などの業務におい
て、農業農村整備事業分野での性能設計に関する調査研究の実績があ
り、これらに関する多くの知見とデータを蓄積している。また、委員会運営
や調査・検討手法等を熟知している。よって、当該委託事業を適切に遂行
できる機関であり、他者との競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

670
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度中国四国農政局管
内国営事業技術検討業務委託
事業　１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井
1-4-1）

平成17年11月21日 8,946,000

　本業務は、中国四国農政局管内の国営事業地区を対象に、事業実施に
係る調査、設計、施工上の諸課題のうち、設計ＶＥ検討会における実施設
計レベルの検討には至らないが、基本的な技術的検討方向について、そ
の適否を判断するに当たり、専門技術者の助言を得て行うことが必要な課
題について、専門技術者による技術的検討を行うものである。
　本業務では、ダム・頭首工等の大規模施設のみならず、中・小規模施設
を対象に各国営事業所で抱える技術的課題について、現行の「土地改良
事業計画設計基準」等を熟知しているとともに、設計・施工等に関する専門
知識と相当の経験を有する専門技術者から助言や支援を得る必要があ
る。
　(財)日本農業土木総合研究所は、各種土地改良計画・設計基準の制・改
定、管内国営事業所で実施されている設計ＶＥ検討、水利施設の機能診断
に関する検討、ダム技術検討等に携わっており、現在までに「国営事業ダ
ム検討業務」、「国営造成水利施設保全対策指導事業委託業務」、「予防
保全対策実施手法等検討業務」、「土地改良計画設計基準等調査委託事
業」、「設計ＶＥ検討会委託業務」等の業務を実施するなど、調査計画、設
計施工に関して幅広い分野の技術的課題について専門的見地から検討と
指導を行っており、豊富な経験と高度な技術力を有している機関である。
よって、当該委託事業を適切に遂行できる機関であり、他者との競争を許
さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

671
（社）農村環境整備セン
ター

中海干拓事業
水質環境資料等取りまとめ業務
委託　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
山口　康晴
（松江市八束町江島１０
５４－５）

平成17年12月15日 3,034,500

（社）農村環境整備センターは、農村地域の環境整備に関する調査、試験
研究及び技術開発を行う他、各地域の農政局及び事業所から業務を受託
し、環境等に関する一般向けの「パンフレット」や「副読本」の作成及び取り
まとめを行なっている実績があることから、農業・農村、水質環境等に係る
情報及びそれら資料を分かりやすく一般向けに説明するための資料をとり
まとめることに精通していることから（社）農村環境整備センターと随意契約
をするものであるが、このことは会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

672
（財）日本農業土木総合
研究所

中海干拓事業
中浦水門撤去工事等環境モニタ
リング調査検討業務委託　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
山口　康晴
（松江市八束町江島１０
５４－５）

平成17年12月26日 3,381,000

モニタリンク調査結果の評価・検討を行うためには、現場条件及び撤去工
法等を熟知し、環境に配慮した調査計画に関する豊富な知識を必要とする
が、（財）日本農業土木総合研究所は、中浦水門における工事の撤去工法
に関する設計ＶＥ検討及び環境モニタリング調査に関する検討を行った実
績があり、農業農村整備事業の工事における環境に配慮した調査設計の
検討実績を持つことから、（財）日本農業土木総合研究所と随意契約をす
るものであるが、このことは会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 127 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

673
（社）農村環境整備セン
ター

東伯農業水利事業
ダム湖生物環境調査委託業務　　
１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局東伯農
業水利事業所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町
逢束２１４－３）

平成17年6月20日 4,935,000

本業務は、東伯農業水利事業の事業実施にあたり、ダム湖における外来
種の駆除対策の一環として、ダム湖の生物の生息状況現地調査を行うも
のである。その委託に当たっては、過年度において西高尾ダムの生物環
境調査を行ってきた実績を持ち、水質及び生態系等の環境整備に関する
調査・研究・試験・技術開発を行い、農村環境整備に関しての技術的ノウ
ハウや豊富な経験を有している、（社）農村環境整備センターへ委託するこ
とで、的確かつ効率的な業務の実施が可能となる。よって他に競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

674 （社）畑地農業振興会
平成17年度東伯農業水利事業
落葉果樹（梨）防除施設実用化・
実証試験調査業務　　１式

分任支出負担行為担当
官代理
中国四国農政局東伯農
業水利事業所次長
鈴木　榮二
（鳥取県東伯郡琴浦町
逢束２１４－３）

平成17年8月4日 3,853,500

本業務は、東伯農業水利事業地区における落葉果樹（梨）に対する防除施
設が、十分期待し得る安全で省力的、経済的な薬剤散布施設・器材の実
用化のため、調査・検討を行うもので、その実施にあたっては、これら施
設、器材の開発・改良に関して専門的知識、技術、経験を有し、継続的に
試験・調査を行っている（社）畑地農業振興会に委託するもので、他に競争
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

675
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度斐伊川沿岸農業水
利事業
地区環境計画検討委託業務　　
１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局斐伊川
沿岸農業水利事業所長
木村　和正
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原町105番地）

平成17年12月20日 5,082,000

本業務は、環境との調和に配慮した事業を効果的に実施するため、地域
全体の環境配慮に対する基本方針を定める「地区環境計画」を策定するた
めの基礎資料を作成するものである。社団法人農村環境ｾﾝﾀｰは、農村の
環境整備・活性化対策を講じる際に、地域住民や地方自治体など関係者と
の地道な対話を通して行う調査検討に関して豊富なノウハウと実績を有し
ており、他に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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

676
（財）日本グラウンドワー
ク協会

児島湖沿岸農地防災事業
児島湖周辺環境保全機能強化
検討委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局児島湖
沿岸農地防災事業所長
石坂　邦美
（岡山市藤田１４２４－
９）

平成17年7月22日 9,040,500

この業務については、（財）日本グラウンドワーク協会は過去数年間同等
の委託業務を実施してきており、同業務に関する専門的な知識・経験を有
し、同業務の既存資料を保有していることから同協会以外と契約すること
は不利益となることから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

677
（社）農村環境整備セン
ター

児島湖沿岸農地防災事業
事業効果取りまとめ委託業務
（生態系編）　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局児島湖
沿岸農地防災事業所長
石坂　邦美
（岡山市藤田１４２４－
９）

平成17年9月12日 14,647,500

（社）農村環境整備センターは農業農村整備事業の環境分野に関する調
査・研究・技術開発等を行うことを目的に農林水産大臣の許可を受けて設
立された唯一の公益法人であり、全国にわたって水質保全対策等に関す
る委託業務を多く実施しているため環境評価に係る情報・手法に精通して
いること及び公益法人という性格上、利益相当分の諸経費を計上する必要
がないため積算にあたり有利になることから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

678 （社）畑地農業振興会
豊北農地整備事業
農地造成畑地保全等検討委託
業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年8月23日 4,683,000

本業務は、造成農地に関わる諸課題について造成状況などから検証を行
うとともに、営農を考慮した畑地の保全対策等について専門的な検討を行
うものであり、畑地農業に関しての技術的ノウハウ、豊富な経験と実績を
有し、また適切な助言・指導を得ることの出来る者が他に存在せず、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

679
（社）地域資源循環技術
センター

吉野川下流域農地防災事業
水質保全対策検討等（その２）委
託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町
川端字庄鏡２－１）

平成17年4月20日 7,297,500

本業務は、公共用水域の水質保全、水浄化施設設置に向け水質調査や
流量観測を行い水質保全対策の検討の基礎資料とするが、（社）地域資源
循環技術センターには、実績があり高度な検討を行っており会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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680
（社）農村環境整備セン
ター

吉野川下流域農地防災事業
平成１７年度環境保全方針検討
委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町
川端字庄鏡２－１）

平成17年8月12日 7,518,000

本業務は、①過年度策定した「環境整備基本方針」をもとに「環境配慮指
針（案）」の作成②今後、施行予定箇所のモニタリング調査を計画・実施③
学識経験者から構成される委員会の開催を行う。農村地域における環境
整備等に関する調査・研究・計画に実績があり、学識経験者からなる専門
委員会を組織し、農村整備に関する多くの事例収集実績及び高度な検討
を行う技術を要していることから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

681
独立行政法人農業工学
研究所

吉野川下流域農地防災事業
仔アユ迷入防止模型実施検討
委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町
川端字庄鏡２－１）

平成17年9月16日 9,145,500

本業務は、徳島県の水産資源である鮎に対して、取水口からの迷入率が
高い降下仔魚について効果ある対策の検討を行うものであるが、独立行
政法人農業工学研究所は、情報収集力、多くの知識、先進的技術を有して
いることから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

682
（社）地域資源循環技術
センター

那賀川（二期）農地防災事業　平
成１７年度水質保全対策検討委
託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成17年9月15日 4,483,500

　本委託業務は、事業による用排水系統の大幅な再編に伴う地域ごとの
水質汚濁の進行状況を実測調査及び過去の調査結果から、どのようなレ
ベル・状況になるかを検討することを目的とし、農業用水を取り巻く水質環
境問題に関する調査を行うものである。
　本委託業務の実施においては作業内容から、
１．農業用水に係る水質環境問題に関する検討経験、データ蓄積が豊富
である。
２．高度な専門知識を有する学識経験者で構成される専門部会を有し、委
員会での検討を踏まえて指針や基準作成等を行える。
３．農業用水に対する環境ホルモンの拡散や重金属の蓄積問題等に関
し、公平中立的な立場からの調査検討が可能である。
４．バイオマス利活用や処理水の有効利用に関して、そのノウハウや検討
実績を有する。
５．排水処理技術や自然生態系活用の浄化技術について数多くの実績や
試験データを有し、必要に応じた水質改善策の検討、提案が可能である。
６．「計量証明事業所」として公認されており、水質分析を自ら実施でき、ま
た、専門家の考察等を添付することが可能である。
等の用件を満たす必要があり、他に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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

683
（社）農村環境整備セン
ター

那賀川（二期）農地防災事業　平
成１７年度那賀川地区生態系配
慮検討委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成17年10月14日 4,578,000

　本委託業務は、那賀川農地防災事業の地区内水利施設に生息・生育す
る動物及び植物の生物相調査を実施するとともに、事業地区内における支
線河川など陸域部の生物相との関連について、専門的かつ中立的な立場
の見解を必要とするものである。このため、事業地区内の周辺環境（生物
相）に詳しい学識経験者や専門家，有識者からの助言・指導を得ながら専
門的な生物相資料等を取りまとめることが要求され、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

684
（財）日本グランドワーク
協会

香川農地防災事業
ため池パートナーシップ形成業
務委託　　１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農
地防災事業所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上
町１３７３－２）

平成17年7月15日 8,106,000

本業務は、香川農地防災事業により整備されるため池において、地域住民
等が一体となった維持管理の仕組み作りを目的に実施するものである。こ
の委託の実施にあたっては、パートナーシップ組織形成に必要な専門的な
知識を有し、適切な助言・指導を得ることができ、かつ、平成１６年度に本
業務の基礎調査を実施した当法人に委託することで、合理的かつ適切な
業務遂行が可能であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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契約を締結した日 契約金額
随意契約によることとした理由
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

685
（社）農村環境整備セン
ター

香川農地防災事業
ため池の持つ多面的機能評価
及び耐震性等検討業務委託　　
１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農
地防災事業所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上
町１３７３－２）

平成17年11月7日 9,723,000

（社）農村環境整備センターは、農村地域における景観や親水空間の創出
を中心とした環境整備に関する調査・研究・試験及び技術開発を行ってい
る唯一の公益法人であり、また、本業務地区において類似する業務実績
があることから地区状況に精通しているため、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

686 （社）農業土木事業協会
志河川ダム放流警報設備検討
委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局道前道
後平野農業水利事業所
長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町
4-10-1)

平成17年12月26日 3,822,000

この業務は志河川ダムにおける放流警報設備の回線・音達調査・設計を
行うものであるが、水管理ｼｽﾃﾑと密接な関係にあり、高度な専門知識と技
術力が求められ且つ、関連施設等との整合を図る必要もあることから、水
管理制御設備の設計を行い、ｼｽﾃﾑの設計内容を十分に把握し、現地状
況等にも精通している当該相手以外に施行させることが不利と認められ、
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

687
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成17年度農業水利ｽﾄｯｸ有効
活用緊急整備調査（農業農村整
備情報総合ｾﾝﾀｰ）委託事業　　
１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中国土
地改良調査管理事務所
長
尾崎　保雄
（広島県広島市安佐北
区可部2-6-15）

平成18年2月10日 4,084,500

本業務は、農業水利施設情報のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｶﾙﾃ化を図り農地情報との相
互連携を図るとともに、ﾃﾞｰﾀの持続的な管理を行い、各種資料に係る活用
の迅速化・省力化・保管ﾘｽｸの分散化・省ｽﾍﾟｰｽ化を目的に実施するもの
である。本業務に係る資料は、膨大且つ多岐に渡っており、同事業並びに
農業農村整備事業全般に渡っての知識・理解が必要とされる。委託先は、
全国各地の農業・農村に関する各種調査業務に従事し、専門的知識と豊
富な人材を有しており、専門的見地に立った業務の遂行ができること、農
業農村整備事業に関する各種情報の提供並びに情報収集及び処理加工
の技術支援、情報ｼｽﾃﾑの調査研究、技術開発を行っており情報管理に関
わる手法等に精通しているため、効率的で円滑な事業の実施ができ、他に
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

688
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度農業用水管理シス
テム高度利用技術検討業務委
託事業　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局土地改
良技術事務所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町１－３６）

平成17年6月17日 14,983,500

本業務は、近年の農業を取り巻く情勢により、水利用の変化に柔軟に対応
できる農業用水管理システムを構築することや、当該システムを有効に活
用し農業者等への情報提供及び土地改良区等が利用している他システム
との連携を図ること等に資することを目的とし、これらの高度利用技術を図
るべく、水管理システムの標準化について検討を行うものである。
社団法人農業土木機械化協会は、「農業土木の機械化に関する技術的開
発を助長し、農業土木事業の振興発展を図り、もって農業の近代化と農業
経済の向上に寄与すること」を目的として設置された法人である。
これまでも、「水管理制御方式技術指針」、「水管理制御施設の保全技術
における技術資料作成」等の編集に携わってきた豊富な経験と専門知識を
有し、水管理について幅広い知識と経験をもっていること、また、会員各社
による技術力の集結等、標準仕様の検討にあたり中立的な立場で技術検
討ができる契約対象機関である。
本業務は３ヵ年の予定で技術検討を行う計画であり、平成１６年度から本
業務に着手している。今年度は、前年度の業務経緯を踏まえてより詳細な
検討を行うもので、業務実施内容は以下のとおりである。　
　業務実施内容
　　・平成１６年度　現状の把握と基本的事項の検討等（実施済み）
　　・平成１７年度　前年度の検討結果を基に高度利用化に向けた具体的
検討等（本年度実施）
　　・平成１８年度　ソフトウェア機能仕様の検討と導入範囲の検討等（実施
予定）
従って、業務の継続性を確保しなければならない必要があり競争を許さな
いことから前年度に引き続き社団法人農業土木機械化協会と随意契約を
行うことは会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

689
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度国営地区における
ＧＩＳ支援検討業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局土地改
良技術事務所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町１－３６）

平成17年11月1日 5,019,000

日本農業土木総合研究所は①農村振興地理情報システム整備事業実施
要綱で事業の実施主体と定められて、ＧＩＳの開発およびデータの整備を担
当している。②農村振興局における空間や農業農村整備事業を支援する
ためのＧＩＳを活用したシステムについて、その開発検討等を数多く受託し
ており、このＧＩＳ試行システムに必要なデータや農業農村整備事業におけ
るＧＩＳについて熟知している。③農業農村整備事業における各種委員会を
開催しており、検討会等の運営に必要なノウハウを十分有している。
これらのことから、ＧＩＳ試行システムに必要なシステムの著作権及びデー
タを所有し、農業農村整備事業におけるＧＩＳで活用するためのデータ作成
のノウハウに精通している「日本農業土木総合研究所」が業務を遂行でき
る唯一の者と認められるため随意契約するものであるが、このことは会計
法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

690
全国土地改良事業団体
連合会

平成１７年度ＧＩＳ普及方策検討
業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局土地改
良技術事務所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町１－３６）

平成17年11月1日 2,241,750

全国土地改良事業団体連合会は、平成14年度から農業農村整備ＣＡＬＳ/
ＥＣ推進協議会のＧＩＳ作業部会における資料作成等のため「ＧＩＳ活用方策
検討業務」をはじめとした各年度の事業を継続的に実施しており、ＧＩＳのア
ンケートや活用事例のとりまとめなどのノウハウを有している。また、これら
の結果を基にＧＩＳ普及のための独自ドメインを取得してホームページの作
成及び維持管理を実施しており、本業務においても、検討結果をこのホー
ムページにフィードバックする必要があることから、事業を継続して実施す
ることが出来る唯一者である全国土地改良事業団体連合会と随意契約す
るものであるが、このことは会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

691
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度実施設計ＶＥ検討会
（吉野川下流域地区）実施委託
業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局土地改
良技術事務所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町１－３６）

平成17年11月14日 5,113,500

（財）日本農業土木総合研究所は、各種土地改良計画・設計基準の制改
定、水利施設の機能診断に関する検討、ダム技術の検討等に携わってお
り、調査計画、設計施工及び施設の維持管理に至るまでの幅広い分野の
技術的課題について専門的見地から検討と指導を行っている。また、設計
ＶＥの試行を開始した平成１０年度より実施されてきた「設計ＶＥ検討会委
託業務」にも長年携わるとともに、日本ＶＥ協会が実施するＶＥ検討手続き
を進めるために必要なＶＥリーダー資格者が十数名在籍するなど、豊富な
経験と高度な技術力を有している機関である。
設計ＶＥ検討業務を実施するにあたり、農業農村整備事業の特徴を十分
理解したうえで、「土地改良事業計画設計基準」等の基準類を熟知し、その
効用・効果に対する評価・分析能力を有しているとともに、造成施設の維持
管理手法についても精通し、ＶＥ検討の各段階作業を確実にリードできる
（財）日本農業土木総合研究所が、当業務を的確かつ効率的に実施できる
機関として最適と認められるため随意契約するものであるが、このことは会
計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

692
（社）農業農村整備情報
総合センター

標準積算システムＶｅｒ２．１プロ
グラムライセンス購入

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局土地改
良技術事務所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町１－３６）

平成18年2月3日 2,677,500

本件は、標準積算システムVer2.1へのシステム改修に伴い更新されるプロ
グラムソフトウェアPervasive.PSQLのライセンスの購入を行うものである。
Pervasive.PSQLは、標準積算システムのプログラムや施工単価等のデー
タ管理機能を提供するものであり、標準積算システムと常に連動し動作す
るため、標準積算システムにPervasive自体を組み込んで配布される。この
ことから、標準積算システムの開発者である社団法人農業農村整備情報
総合センターより購入する必要がある。よって、契約の性質若しくは目的が
競争を許さないことから、会計法令第２９条の３第４項、予決令１０２条の４
第３項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

693
（財）日本農業土木総合
研究所

高知三波川帯農地保全事業
地すべり対策技術検討委託業務　
　１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三
波川帯農地保全事業所
長
多田　寛
（南国市立田405）

平成17年8月15日 4,305,000

本業務については、当事業所が施工する地すべり防止工事の適切な遂行
に資する技術的方針を検討する業務であり、学識経験者で構成される委
員会に諮り、当該工事の設計・施工プロセスの検討及び施工後の効果検
証を行うために必要な専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は
（財）日本水土総合研究所以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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694
（社）農村環境整備セン
ター

高知三波川帯農地保全事業
中村大王上地区環境整備構想
検討委託業務　　１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三
波川帯農地保全事業所
長
多田　寛
（南国市立田405）

平成17年10月26日 3,391,500

本業務については、当事業所が施工する地すべり防止工事に関連して、
地すべり地を取り巻く環境と地域資源を活かした地域活性化構想を検討す
る業務であり、住民や地方自治体など関係者との対話を通じて当該構想
の実現可能性を分析するために必要な専門的知見、十分な能力と経験を
有する機関は（社）農村環境整備センター以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

695
（財）日本農業土木総合
研究所

高瀬農地保全事業
地すべり対策技術検討委託業務　
　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局高瀬農
地保全事業所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町
甲１５９１番地）

平成17年10月25日 4,221,000

地すべり活動の移動機構は複雑であり、対策を実施するためには豊富な
経験と高度な技術力を要する。（財）日本農業土木総合研究所は、農地地
すべりに関する調査、解析、対策工の検討などの技術的諸問題及び農地
地すべり全般に係わる技術的課題について、専門的見地から検討と指導
を行ってきている。このことから、同研究所に委託することは、他との競争
を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

696
独立行政法人農業工学
研究所

高瀬農地保全事業
ＧＰＳ観測及び三次元安定解析
委託業務　　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局高瀬農
地保全事業所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町
甲１５９１番地）

平成17年10月27日 7,035,000

委託により業務を実施することが適当と判断し、①ＧＰＳ観測について多く
の研究実績を有するため②三次元安定解析については未だ研究、検討の
余地があることから公的な機関によってその妥当性を検討する必要がある
ため、
以上の２点から独立行政法人　農業工学研究所が選定され、競争を許さな
いことから会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

697 独立行政法人造幣局
銀杯(永年勤続等の表彰に係る
副賞用)　１式

支出負担行為担当官
九州農政局長
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 5,653,000

本契約は農林水産省において実施している永年勤続者表彰(２０年・３０年)
及び、勤続３５年以上の者が退職する場合において交付される感謝状の
副賞として授与している銀杯の単価契約である。授与製品について、過去
の授与製品と変わらない一定品質の製品が保証(品位証明)され、かつ、発
注から納品まで短期間での作業に対応できるのは独立行政法人造幣局だ
けであり、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。

見直しの余地が
あるもの

―
単価契約
１７年度限り

698
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度九州農政局国営事
業ダム技術検討委託業務

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本県熊本市二の丸１
番２号）

平成17年6月21日 44,709,000

（１）本業務で検討する１０箇所のダムは、特殊な地質等の条件を有してお
り、それらの建設のためには、計画時点からのデータを解析し、一貫した技
術的な検討を行う高度な技術力が必要である。（財）日本農業土木総合研
究所は、今回対象とする１０ダムを含め、全国２１６の農業用ダムの地質、
地形、施工条件等のデータベースを有しており、これらのデータベースを有
効に活用することのできる唯一の機関である。（２）また、農業用ダムは取
水設備や管理について特徴のある設計を行う必要があるが、（財）日本農
業土木総合研究所は、唯一、国が建設したほとんどの農業用ダムについ
ての技術的な知見を数多く有している。（３）更に、ダムニ係る技術的に極
めて高度な課題についても、同研究所がダム技術者、研究者で組織する
農業用ダムについてのダム委員会を活用して解決することができる。（４）
今回対象となる１０ダムについては、今までに（財）日本農業土木総合研究
所に技術的な検討を行わせてきており、引き続き同研究所に行わせること
が有利である。以上のことから実施者として適切であり競争を許さないこと
から会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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699
（財）日本水土総合研究
所

平成１７年度直轄海岸保全事業
海岸保全施設検討委託業務

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本県熊本市二の丸１
番２号）

平成18年1月27日 5,150,000

（１）本業務で検討を行う海岸保全施設は、有明海沿岸特有の超軟弱地盤
（有明粘土）上に造成されたものであり、有明粘土は他に例をみない高い
鋭敏比を有し、経年的に不等沈下等を引き起こしやすい。このため、堤防
の嵩上げ及び排水樋門等の設計、施工上の技術的検討に当たっては、有
明粘土についての専門的な知識と技術力とともに築造物の沈下、変動等
についての継続的な観測データに基づく評価を行うことが不可欠である
（２）（財）日本水土総合研究所は、これまでに蓄積した技術的なデータ等を
解析診断できる技術者を有し、長年にわたる豊富な実績をを蓄積した技術
的データベースを有している。また、有明粘土に関する極めて高度な課題
については、解析結果等を踏まえた海岸保全施設委員会における各委員
等からの技術的指導・助言のとりまとめ及び調整にも精通している。　この
ような超軟弱地盤を対象とする土構造物築堤検討の実績を有する者は他
になく、施設の設計施工の総合的な検討、解析等を必要とする本業務を一
元的に遂行できる唯一の機関であり競争を許さないことから会計法第２９
条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

700
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度「田んぼの生きもの
調査」調査結果取りまとめ業務
委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本県熊本市二の丸１
番２号）

平成18年2月16日 3,360,000

（１）本事業は、水田周辺水域（農業水路等）の生態系の現状を把握する目
的で、全国約３００地区を対象に実施する「田んぼの生きもの調査（Ｈ１３～
Ｈ１８）」の調査マニュアルの作成、調査結果の集計・分析及び取りまとめを
行うものであり、本取りまとめを実施するに当たっては、水田周辺水域の環
境について、幅広い知識と高度な分析力を有する必要がある。（２）（社）農
村環境整備センターは、平成３年度に設立され、農村地域における水質、
生態系保全及び景観や親水空間の創設を中心とした環境整備に関する調
査・研究・試験業務及び技術開発を実施しており、特に、農村地域の生態
系保全については多くの実績を有していることから、平成１３年度に本業務
を委託（企画立案、調査結果の分析等）して以来、昨年度まで本業務を継
続的に実施している。（３）このように、本件委託事業に期待する成果を達
成できるのは、農村地域の自然環境について深い知見と技術的蓄積を有
する（社）農村環境センターであり、平成１７年度においても同センターに委
託して、継続的なデータを把握する必要がある。以上のことから実施者とし
て適切であり競争を許さないことから会計法第２９条３第４項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

701
独立行政法人産業技術
総合研究所

平成１７年度干潟水質浄化計測
調査検討委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本県熊本市二の丸１
番２号）

平成17年9月26日 11,697,000

本件は、有明海の再生のため、干潟生態系モデルを構築し、そのモデル
の中で窒素循環の脱窒部分について改良を施し、干潟の環境を的確に把
握するものである。そのためには、脱窒速度について窒素ー１５（原子量が
１５の窒素）同位体を用いた解析を行う必要があるが、この技術はきわめ
て高度かつ先端技術である。我が国においては、大学、独立行政法人の
研究所、各県の農業試験場等により廃水処理や農業の分野で窒素ー１５
を用いた脱窒関連の研究が多くなされているが、沿岸の干潟域における研
究は少ない。その中にあって当分野の第一人者である独立行政法人産業
技術総合研究所の佐山幹雄氏により「ＩｍｐａｃｔｏｆｂａｃｔｅｒｉａｌＮＯ3－ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔｏｎｓｅｄｉｍｅｎｔｂｉｏｇｅｏｃｈｅｍｉｓｔｒ」、「沿岸堆積物表層における物質循環過
程に対する硝酸態窒素を蓄積するイオウ酸化細菌の影響」、「沿岸堆積物
表層の物質循環データベース」等の研究報告が行われており、当該研究
所は国内においてこの分野の中心的機関となっている。さらに、沿岸海域
で先端技術を用いた脱窒速度計測において豊富な研究成果との比較検討
をおこなうこともできることから、当該研究所でなければ成果を期待できな
いため会計法第２９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

702 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借７台

支出負担行為担当官
九州農政局長
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 3,835,440

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更新（２年目）であり、新
たに競争に付し新機器機を購入する場合、撤去・設置費用等が発生する
ため、引き続き賃貸借する方が有利となり会計法第２９条の３第４項に該
当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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703 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借５台

支出負担行為担当官
九州農政局長
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 1,052,100

本件は平成１４年度に契約締結したリース契約の更新（４年目）であり、新
たに競争に付し、新機器機を購入する場合、撤去・設置費用等が発生する
ため、引き続き賃貸借する方が有利となり会計法第２９条の３第４項に該
当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

704 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官
九州農政局長
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 19,327,000

本契約は賃貸借契約(富士ゼロックス社製)を行なっている電子複写機の保
守契約であり、この機器の良好な稼働のために必要な点検、調整、トナー
等保守消耗品等の供給はこれらの機器の製造を行なった富士ゼロックス
株式会社でなければ履行できず、近隣には熊本営業所しか存在しないた
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

705 富士ゼロックス（株） カラーコピー機保守契約

支出負担行為担当官
九州農政局長
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 12,823,713

本契約は、賃貸借契約を結んでいるカラーコピー機の正常な稼働維持の
ための保守契約である。カラーコピー機の良好な駆動のために必要な点
検、調整、消耗品の供給はこれらの機器を製造した富士ゼロックス（株）で
なければ適正に履行できず、近隣には熊本営業所しか存在しないため競
争を許さず、会計法２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

706 富士ゼロックス（株） カラーコピー機保守　一式

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本県熊本市二の丸１
番２号）

平成17年4月1日 4,646,628

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は熊本営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第４
項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

707
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度諫早湾干拓事業　
堤防築堤工事に関する技術的検
討委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年11月21日 4,000,500

　この委託事業については、特殊な軟弱地盤における堤防築堤にかかる
技術的諸問題について専門的立場から技術的指導及び検討を行うもの
で、土木工事の計画、設計、施工、管理について高度な専門知識と豊富な
経験を有し、かつ、当地区の施工条件に精通していることが必要であり、
（財）日本農業土木総合研究所以外に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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

708
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度諫早湾干拓事業　
干陸地の利活用構想実現に向
けた地域住民活動の支援委託
事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年9月28日 8,494,500

　本委託事業は、「諫早湾干拓地域資源等利活用構想」を推進する上で、
地域住民参加による地域住民の意見を活かした実施レベルの計画書をと
りまとめるものであり、今後の地域連携の取り組みのモデルケースとして活
用するものである。
　なお、諫早湾干拓地域資源等利活用構想は、『干拓事業によって創出さ
れた調整池、干陸地、潮受堤防、内部堤防等が一体となって織り成す環境
を地域資源として捉え、多様で幅広い利活用を図ることにより、将来の魅
力ある地域づくりに貢献すること』及び『地域において、住民参加型の利活
用の取り組み等を通じ、この新たに創出された地域資源を守り育む住民意
識の醸成を図ること』を目的として、平成１７年３月に「諫早湾地域資源等
利活用検討協議会」によってとりまとめられたものであり、その推進を図る
ことは、諫早湾干拓事業の価値を更に高めることに大きく貢献すると思わ
れるところであり、その速やか、かつ、円滑な推進が望まれている。　この
ため、本委託事業の実施者は、農村環境整備に関しての豊富な情報と経
験を有していること、また住民との合意形成を行うことについて（ワーク
ショップ）、豊富な情報と経験を有していることが必要である。
　（社）農村環境整備センターは、 農村地域における景観や親水空間の創
設、水質及び生態系等「景観や環境への配慮」に向けた環境整備に関す
る調査、研究を行っている者でること　住民との合意形成を行うワーク
ショップを実施し、様々なノウハウを有している者であることから、本委託事
業の実施者として適切である。このため、本委託事業について、会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき、同者に委
託するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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709 （社）畑地農業振興会
平成１７年度諫早湾干拓事業　
畑地整備検討委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年11月7日 8,599,500

　諫早湾干拓地での営農の開始にあたり既耕地にはない除塩対策、熟畑
対策等の課題の解決を図るうえで、学識経験者による調査・研究の成果や
専門的立場からの知見が必要である。このため、この委託業務において、
検討委員会の運営、課題検討の整理等を行うが、畑地農業に関し豊富な
経験と高度な技術力を有する者が、実施者として適切であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

710
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度諫早湾干拓事業　
諌早湾内底質堆積メカニズム調
査検討その他委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年10月31日 5,110,000

この事業は、試料中の各層の安定同位体その他の物理化学的物質の成
分量等から、底質の堆積メカニズムを検討するものであり、安定同位体等
の高度な数値解析が求められ、当地区の底質性状について技術的解析の
実績を持ち合わせた特定の者でなければ成果を期待できない事業であり、
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

711
独立行政法人農業環境
技術研究所

平成１７年度諫早湾干拓事業　
諌早湾内底質放射性同位体調
査検討委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年10月31日 2,750,000

この事業は、試料中の各層の放射性同位体を分析し、底質の体積年代を
把握するものであり、試料中のPb210及びＣｓ等における放射性同位体の
高度な数値解析が求められ、底質性状についても数多くの技術的解析の
実績を持ち合わせた特定の者でなければ成果を期待できない事業であり、
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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

712 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年4月1日 1,986,188

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給な
どは、当該機器の製造メーカーである富士ゼロックスでなければ履行でき
ず、近隣には長崎営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９
条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

713 富士ゼロックス（株） カラー複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２
４８番地）

平成17年4月1日 3,694,332

カラー複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、当該機器の製造メーカーである富士ゼロックスでなければ履行で
きず、近隣には長崎営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２
９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

714
（社）農林水産技術情報
協会

平成１７年度諫早湾干拓事業　
諌早湾干拓環境保全型農業検
討委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局諫早湾干拓
事務所長
梅川　治
（諫早市西里町２４８番
地）

平成17年10月13日 8,694,000

　諫早湾干拓地で農業者等が環境保全型農業を実践していく中で、「有機
農業」に取り組む場合に支援できるように、必要な営農技術及び干拓地に
適用可能な技術情報等を検討する必要があるため、この委託業務におい
て、検討委員会の運営、課題検討に必要な資料の作成及び整理を行うも
のである。このため、農業生産に関する広範な分野の専門家が多数在籍
し、必要な既存の試験研究成果を容易に入手・整理が可能な体制が整っ
ている者が、実施者として適切であり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

715
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度筑後川下流農業水
利事業排水管理検討委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
小林　和行
（久留米市津福今町
472-31）

平成17年6月8日 5,995,500

本業務は本事業地区のゲートの操作管理手法等について、高度な専門知
識と技術的見地から、当地区の実情を十分に踏まえた検討を行うものであ
る。このため、当地区での排水計画等に関して当初契約、変更契約の検討
の実績及び他の先進地区における排水施設の管理に関する知見を有し、
排水管理においてクリークの上流・下流の利害関係に中立的な検討ができ
る者は(財)日本農業土木総合研究所だけであることから会計法第２９条の
３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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716
独立行政法人水資源機
構

平成１７年度筑後川下流農業水
利事業田川城島線水理検討委
託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
大久保　光二
（久留米市津福今町
472-31）

平成17年9月1日 9,418,500

独立行政法人水資源機構においては、筑後導水路を含む基幹線水路部
分の事業を平成９年度に完了したところである。また、平成１０年度から管
理業務を開始しているところであり、筑後導水路の水理検討、管理移行前
における維持に関する検討及びその後の施設管理を行い、さらには、筑後
導水路において管内点検、管水路の補修対策の実績を有している。これま
での筑後導水路における各種検討の実績及び蓄積された技術は、筑後導
水路と同一水理ユニットである田川城島線及び岩神線の管理計画を検討
するにあたり十分に活用することができるものと期待される。以上のことか
ら独立行政法人水資源機構に委託するものであり、会計法第２９条の３第
４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

717 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
小林　和行
（久留米市津福今町
472-31）

平成17年4月1日 1,047,967

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は福岡営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第４
項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

718 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
小林　和行
（久留米市津福今町
472-31）

平成17年4月1日 1,141,560

本件は平成１５度に契約締結したリース契約の更新（３年目）であり、新た
に競争に付し新機器機を購入する場合、撤去・設置費用等が発生するた
め、引き続き賃貸借をする方が有利となり会計法第２９条の３第４項に該当
する

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

719 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
小林　和行
（久留米市津福今町
472-31）

平成17年4月1日 4,795,287

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は福岡営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第４
項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

720 富士ゼロックス（株）
平成１７年度デジタル複合機保
守契約（その２－１）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所所長
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番地）

平成17年4月1日 6,131,235

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第
４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

721 富士ゼロックス（株）
平成17年度電子複写機保守契
約（その１－１）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所所長
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番地）

平成17年5月1日 2,411,305

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第
４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約
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722
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度曽於北部農業水利
事業環境保全計画調査検討委
託事業　１式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所所長
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番地）

平成17年4月15日 4,011,000

本業務は、国営曽於北部農業水利事業により築造される施設周辺につい
て生態系調査を行いこれらに関する既存の調査、検討資料、文献等を取り
まとめ、学識経験者の意見を聞きながら留意すべき環境要素の分析と事
業実施に伴い発生する生態系に対する環境の予測・評価を行い環境との
調和に配慮した事業を実施するための環境保全対策を検討することを目
的としている。当該センターは農村地域における水質、生態系保全及び景
観や親水空間の創設を中心とした環境整備に関する調査・研究・試験業務
及び技術開発の実施をしており、特に農村地域の生態系保全については
多くの実績を有していることから、平成１５年度に本業務を委託（企画立
案、調査結果の分析等）して以来、昨年度まで本業務を継続的に実施して
いる。このように、農村地域の自然環境について深い知見と技術的蓄積を
有し、継続的なデータを保有している当該センターが唯一の機関であり競
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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

723
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度曽於東部農業水利
事業　中岳ダム監査廊等解析委
託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所所長
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番地）

平成17年8月1日 1,995,000

本委託業務は、中岳ダムの監査廊、洪水吐、漏水観測施設等のコンクリー
ト構造物の施工後状況を経時的に整理し、安全性の確認及び補修等の対
策を検討するとともに補修後の状況についても監視する必要がある。この
ため、農業用ダムのコンクリート構造物について専門的知見での指導がで
き、また、中岳ダムにおいても平成１２～１４年に監査廊温度応力解析を
行っているため中岳ダムのコンクリート構造物に熟知していることから独立
行政法人農業工学研究所以外にはないと判断し、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

724 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機保守契
約（その３）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所所長
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番地）

平成17年4月1日 1,759,867

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣に
は鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３第
４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

725 （財）日本土壌協会
平成１７年度特定中山間保全整
備基本計画調査「矢部川上流地
域」（その２）委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所
長
千賀　壽明
（久留米市荒木町白口
891-20）

平成17年9月20日 2,000,000

本業務については、矢部川上流地域において水源林造成事業と森林及び
農用地の一体的な保全・整備等の円滑な推進に資するための総合的かつ
基本的な計画（総合計画）を作成するためのものであり、平成１７年度は地
域の基礎的条件を整理するだけでなく、地域振興の基本方向や土地利
用、営農、農業構造、生活環境、農業生産基盤、農業施設等に対する振興
方向からなる総合的な地域整備構想を検討する必要がある。 また、総合
計画の案をとりまとめるため、地域推進調査の中で、関係地方公共団体、
農業関係団体など関係機関及び学識経験者で構成する委員会を設立し、
「地域振興方向、農林地の保全方向、地域農林業の改善方向、その他必
要な事項」の検討・調整が必要となるところである。このように、農業及び
林業が一体となった地域振興の方向を整理するためには、農業及び林業
の学識経験者の意見調整を行う必要があり、地域農業開発に関する技術
についての高度な判断が伴うため、関係者間の連絡・調整を密に行う必要
があることから、同様の調査を高いレベルで実施した経験があり、近隣地
域に活動拠点を置き、技術者などを配置している団体でなければ調整が
難しいと考えられる。 また、各種委員会を開催して意見調整を図る必要が
あり、その必要資料及び議事内容のとりまとめなどについては、過去に同
様の調査に携わった団体で実施することが望ましい。業務を実施するにあ
たっては（財）日本土壌協会が、農村地域計画に関する技術士を有してお
り、農業面・林業面の考え方を理解し、学識経験者間の意見調整が可能で
あるとともに、他の同様の業務を行った地域（備北西部地域）において地域
整備構想を検討した実績があり、農林業一体となった地域振興構想を総括
的にとりまとめる能力を有している唯一の機関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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

726 （財）日本土壌協会

平成１７年度国営土地改良事業
等事後評価調査「菊池台地地
区」その他効果等の検討に係る
委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所
長
千賀　壽明
（久留米市荒木町白口
891-20）

平成17年12月1日 1,500,000

　本業務は、菊池台地地区において、事業実施による効果を適正に把握
するため、定量化を含めた「その他効果」の検討を行うものである。これに
は、高度な技術と経験が必要であることから、能力の上で最も効果が期待
できると判断される３者を選定した。その後、この３者により企画競争を
行った結果、提案内容、職務遂行能力が最も優れていた財団法人日本土
壌協会を契約相手として選定したものである。よって会計法第２９条の３第
４項に該当する。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

727 （社）農業土木事業協会
平成１７年度上場（一期）地区水
管理国営造成水利施設予防保
全調査設計業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所
長
千賀　壽明
（久留米市荒木町白口
891-20）

平成17年11月21日 6,961,500

 当地区の予防保全基本計画の策定にあたっては、建設当時から現在に
至るまで技術的に進歩していることから、農業用水管理全般に関して幅広
い知見及び豊富な経験が必要不可欠である。 この計画は、対象とする施
設の状況把握はもちろんのこと、当該地区の実情（施設管理者の財政状
況や意向など）を十分に踏まえた上で、施設の劣化進行状況に応じた施設
の長寿命化のための最適な保全対策の検討を主として行うものであること
から、地区の実情などのソフト面と、技術的なハード面の両面に幅広く精通
している必要がある。 水管理関係の予防保全については、未だ確立され
ていない部分があり、全国的にも事例が少ないことから、高度な専門知識
が必要と考えられ、一般の農業土木コンサルタントでは成果を期待できな
いと判断される。（社）農業土木事業協会は、当地区の水管理システムの
当初施工時の設計を行ったことから、現システムの内容について十分に把
握している。また、協会としての調査研究活動の一環として受託研究を行っ
ており、過年度において多数の「水管理制御施設の計画・設計」を行った
り、水管理関係の設計業務を数多く手がけるなど、高度な専門知識を有し
ていると考えられることから、本業務をもっとも効率的かつ効果的に実施す
ることが期待できる。 また、「情報基盤施設整備設計」・「農業用施設機械
設備保全技術」等の業務において学識経験者や技術者から構成される委
員会を設置して業務を実施するなど、中立的立場からの検討が可能であ
る。以上から、当該業務を効率的かつ効果的に実施できるのは（社）農業
土木事業協会しか存在せず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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

728
独立行政法人緑資源機
構

平成１７年度特定中山間保全整
備基本計画調査「矢部川上流地
域」（緑資源機構）委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所
長
千賀　壽明
（久留米市荒木町白口
891-20）

平成17年7月21日 1,000,000

本業務については、矢部川上流地域において水源林造成事業と森林及び
農用地の一体的な保全・整備等の円滑な推進に資するための総合的かつ
基本的な計画（総合計画）を作成するためのものであり、平成１７年度は地
域の基礎的条件を整理するだけでなく、地域振興の基本方向や土地利
用、営農、農業構造、生活環境、農業生産基盤、農業施設等に対する振興
方向からなる総合的な地域整備構想を検討する必要がある。 また、推進
体制の整備やPR活動などを行うとともに、特定中山間保全整備事業の概
略構想を検討する必要がある。具体的には、地域整備構想策定として、農
業生産基盤に対する振興方向を定めるため、関係町村における要整備区
域について、特定中山間保全整備事業の要件に照らし、整備構想を策定
する地区の範囲を概定する。その概定した地区における概算事業費を他
の事業実施地区の事例から検討する必要がある。 その他、地区推進調査
として、検討委員会に出席し、事業のPRや推進体制の整備を行う必要が
ある。当業務を実施するにあたり緑資源機構は 特定中山間保全整備事業
を要件に照らして整備構想を策定する範囲を概定するためには、事業要件
を熟知する必要があり、同様事業を実際に施工している団体が最も要件を
熟知している。 事例を基にした概算事業費の算定のため事例を収集する
必要があることから、事業を直接実施している団体が最も事例を収集しや
すい。また、近隣で同様の事業である「阿蘇小国郷地区」を実施しているこ
とから、これらを利用した概算事業費の検討が容易である。 事業PRについ
ても要件を熟知するとともに、事業概要パンフレットなどを作成するなどして
いることから、これを活用した事業PRの円滑な推進が見込まれる。以上か
ら、事業を効率的かつ効果的に推進するにあたって、条件を満たす団体は
他に存在せず、契約の性質または目的が競争及び企画競争を許さないと
判断され会計法第２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

729
（財）日本グラウンドワー
ク協会

平成１７年度矢部川流域農業農
村振興モデル調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所
長
千賀　壽明
（久留米市荒木町白口
891-20）

平成18年3月6日 3,000,000

地域資源の維持保全や今後の土地改良施設の管理にあたっては、農家
や地域住民だけでなく、非農家・都市住民との連携が必要である。矢部川
流域はｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑを主体に市民団体等によるNPO活動が積極的に行わ
れていることから、ﾓﾃﾞﾙ地域とする。本業務はNPO組織等が地域資源の維
持保全や土地改良施設の管理にあたって、どの様な役割を担えるのか、
調査を行い課題を抽出するものである。日本ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ協会であれば、
農業農村振興に関する全国の地域NPOの活動内容を把握しており、ｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞﾜｰｸ福岡と連携することにより矢部川流域の実態も効率的に把握でき
る。また全国の事例を踏まえてた検討についても、豊富な経験を有してい
ることから、広域的な視点での検討が可能である。これらの条件を満たす
のはｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ協会のみであり、会計法第２９条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

730 （財）日本土壌協会
地域整備方向検討調査「熊毛東
部地区」に係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局南部九州土
地改良調査管理事務所
長
泉本　和義
（都城市志比田町4778-
1）

平成17年6月17日 2,000,000

この事業は、将来の営農改善方向を検討するため、営農上の課題把握・
分析を行うものであるが、当協会（日本土壌協会）は、専門的な知識や幅
広い知見に基づく技術力を有しており、九州管内に支所を設けて迅速かつ
効率的な調査実施が可能であるとともに本地域の事情にも特に精通して
いる法人である。また、過去にも管内の調査計画に係る業務の受託実績
があり、業務内容に精通していることから当協会でなければ成果が期待で
きず、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

731
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度環境との調和への
配慮に係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局南部九州土
地改良調査管理事務所
長
泉本　和義
（都城市志比田町4778-
1）

平成17年10月17日 3,000,000

　この業務は、平成１４年度から平成１５年度に実施した沖永良部地区の
環境にかかる調査について、施設計画の見直し及び精査に伴う現地補足
調査を実施するとともに、これまでの調査結果を総括して、環境配慮検討
委員会の指導・助言を踏まえ、希少種動植物等の生育・生息環境及び景
観等の環境配慮対策について検討し、環境配慮計画の取りまとめを行うも
のである。これらの調査を実施するにあたっては、平成１４年度、１５年度
の調査業務を実施している（社）農村環境整備センターでなければ成果が
期待できず、競争を許さないため会計法２９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

732
独立行政法人農業工学
研究所

国営土地改良事業全体実施設
計委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局南部九州土
地改良調査管理事務所
長
泉本　和義
（都城市志比田町4778-
1）

平成17年4月28日 2,000,000

本業務は、地下貯留施設建設に伴う地下水流動と水質変動に関するシ
ミュレーション実施のため、水質調査等にかかる実施計画の策定、採取し
た資料の分析、及びこれらの結果をふまえた今後の調査に関する方針を
取りまとめることを目的に平成１５年度から実施しているものである。また、
当該研究所は地下ダムの第一号である宮古地下ダムの完成前と完成後
の地下水流道と水質変動に関するシミュレーションを行い、この技術を確
定させている唯一の機関であることから競争を許さず会計法第２９条の３
第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

733
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度沖永良部地区全体
実施設計書作成及び地下貯留
施設基本設計ＶＥ検討委託一式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年5月9日 4,042,500

設計業務段階におけるVEを施行するにあたっては、民間公募により決定し
た設計VEへの参加者と、発注者側の技術者（九州農政局、土地改良技術
事務所並びに南部九州土地改良調査管理事務所の職員）により設計VE
チームを組織する。この設計VEチームによる設計VE検討会がより効果的
な成果を上げるためには、設計VEの対象となる内容等について豊富な技
術・経験並びに知識を有し、かつ設計VEの検討手法について熟知した設
計VEリーダーにより運営されることが重要である。　このため農業土木の
各分野に間し高度な知識と経験を有し、かつ設計ＶＥ手法について熟知し
た技術者を多数擁し設計ＶＥリーダーの派遣を含め効率的な設計ＶＥ検討
会の運営が行えるのは当該研究所のみであり競争を許さないため会計法
の２９条３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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734
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度特殊土壌技術検討
委託業務

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年11月10日 23,352,000

本業務は、シラス、ボラ等の特殊土壌を対象とする工事に関して、調査、設
計及び施工の具体的な対処方針等の検討を実施するとともに、その結果
を横断的に分析し、技術的指導の検討に必要な技術資料のとりまとめを実
施するものである。
（財）日本農業土木総合研究所は、長年ダム技術検討委託業務等をとおし
て、九州の特殊土壌等の特殊性に係る資料や技術的な知見を数多く有し
ており、これらを有効に、十分な成果が期待できる唯一の機関であると考
えられる。また、（財）日本農業土木総合研究所は防災技術に関する研
究、開発にも積極的に取り組んでいる機関でもある。　以上のことから、会
計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

735
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度大規模排水施設機
能検討委託一式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年5月16日 9,292,500

本業務は農業農村整備事業等で造成された土地改良施設のうち大規模な
排水ゲート施設について近年求められてている自然環境への影響を考慮
した操作方法等について合理的･経済的な対策の検討を行い併せて設備
設計に関する技術を集積し、技術情報の提供に資するため実施するもの
である。本業務の実施に当たっては、管理に適合した設備の操作制御方
法及び経済的な維持管理形態を選定する必要があり、経験豊富かつ幅広
い設計実績が不可欠である。　また農業水利の特殊性、多様性、及び他に
及ぼす社会的影響度及び自然環境に与える影響を踏まえて検討する必要
がある。（社）農業土木機械化協会は、施設機械等に関する調査・研究・試
験及び技術開発を行い、また農業用排水ゲート設備の豊富な設計実績を
有しており、他にはこのような実績を有している者がないことから競争を許
さず会計法の２９条３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

736
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度大規模排水施設構
造検討委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年12月20日 10,783,500

本業務は農業農村整備事業等で造成された土地改良施設のうち、大規模
な排水ゲート設備の排水方式の変更に伴う構造検討を行い、必要な機能
を確保し、安全でかつ経済的となるよう計画設計するものである。本業務
の実施に当たっては、管理に適合した設備の操作制御方式及び経済的な
維持管理形態を検討する必要があり、経験豊富かつ幅広い設計実績が不
可欠である。また、農業水利の特殊性、多様性、及び他に及ぼす社会的影
響度を踏まえて、使用機器等の設計がなされるべきである。社団法人農業
土木機械化協会は、農業用排水ゲート設備等における豊富な技術力と設
計実績を有しており、他にこのような実績を有する者がないことから競争を
許さず、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

737
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度土地改良工事積算
基準図書購入

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年5月30日 3,376,000

農林水産省農村振興局で制定する、土地改良事業等請負工事積算基準
は定期的に改正され各機関に通知されている。（社）農業農村整備情報セ
ンター（以下「ARIC」という。）は、農村振興局整備部設計課の監修のもと、
土地改良事業等請負工事積算基準の全内容を図書として発刊しており適
切な基準の運用を図る目的から、積算基準図書を購入するものである。土
地改良事業等請負工事積算基準を図書として発刊及び発売している団体
はARIC１社であり、会計法２９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

738
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度技術資料ファイリン
グ方式検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年11月28日 9,408,000

本事業は、九州管内事業所に蓄積されている技術資料、行政文書等を共
有検索するためのｼｽﾃﾑの構築に向けて、技術資料等のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、電子化
をﾓﾃﾞﾙ的に行うものである。業務の実施に当たっては、国営農業農村整備
事業の特性を踏まえて適正なﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、電子化方式とする必要があり、国
営事業の仕組み、設計、積算、施工等に係る手続き、技術情報等について
十分な知識が必要でありかつ、情報ｼｽﾃﾑ、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ業務に関して豊富な
知識を有することが不可欠である。（社）農業農村整備情報総合センター
は、技術資料等のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ業務について多くの実績を有する機関であり、
「標準積算ｼｽﾃﾑ」、「契約事務ｼｽﾃﾑ」等の開発を通じて、農業農村整備事
業関係の情報ｼｽﾃﾑに精通している唯一の機関であることから競争を許さ
ず会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

- 140 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

739 （財）経済調査会
平成１７年度標準積算システム
用材料単価購入その２

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年6月9日 2,937,900

１．選定基準　通常の業務は、１０社を選定することとなっているが、本件
の場合は特殊な業務であることから対象業者が限定される。　２．選定理
由　九州農政局工事資材価格決定要領第３条（工事資材価格の調査等）
には、公正な立場にある「物価調査機関が発行する資材に掲載がある資
材」と、書かれている。　九州農政局工事資材価格決定要領第３条（工事
資材価格の調査等）第３項では、標準積算システムに必要な品目は「（財）
建設物価調査会」、「（財）経済調査会」の２者が発行している物価資材と書
かれている。　このことから、平成１７年度標準積算システム用材料単価購
入（その２）は、契約の性質又は目的が競争を許さないので会計法第２９条
の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

740 （財）建設物価調査会
平成１７年度標準積算システム
用材料単価購入その１

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年6月9日 3,187,800

１．選定基準　通常の業務は、１０社を選定することとなっているが、本件
の場合は特殊な業務であることから対象業者が限定される。　２．選定理
由　九州農政局工事資材価格決定要領第３条（工事資材価格の調査等）
には、公正な立場にある「物価調査機関が発行する資材に掲載がある資
材」と、書かれている。　九州農政局工事資材価格決定要領第３条（工事
資材価格の調査等）第３項では、標準積算システムに必要な品目は「（財）
建設物価調査会」、「（財）経済調査会」の２者が発行している物価資材と書
かれている。　このことから、平成１７年度標準積算システム用材料単価購
入（その１）は、契約の性質又は目的が競争を許さないので会計法第２９条
の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

741
（社）農業農村整備情報
総合センター

平成１７年度標準積算ｼｽﾃﾑﾊﾞｰ
ｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟｿﾌﾄPervasive PSQL v9
購入

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成18年2月27日 3,979,500

本件は、WindowsXPとWindowsServer2003に対応した新たな標準積算シス
テムVer2.1の導入のために必要となるPervasive PSQL v9ソフトの購入を
行なうものである。　関東農政局土地改良技術事務所システム開発課で
は、WindowsXPとWindowsServer2003に対応した標準積算システムVer2.1
の開発を「標準積算システムバージョンアップ対応システム開発業務」にて
実施している。Pervasive PSQL v9は、当該業務にて開発される標準積算
システムと連動し、プログラムや施工単価等のデータ管理機能を提供する
ソフトウェアである。この購入にあたっては、社団法人農業農村整備情報
総合センターが既存のソフト（Pervasive.SQL2000i）のアップグレードサービ
スを利用して、標準積算システムにPervasive自体を組み込んで一元的に
システム導入することが、標準積算システムVer2.1の導入にかかる環境設
定を一元的に、かつ確実に実施できる唯一の方法である。　標準積算シス
テムとPervasiveは常に連動するものであり、仮に開発者以外のものから購
入した場合、局センターでの一体的な管理・保守ができなくなり、プログラ
ム等障害発生時の対応が遅れ、違算につながる可能性がある。　このた
め、標準積算システムVer2.1の開発者である社団法人農業農村整備情報
総合センターと随意契約を行なうものとする。会計法２９条３第４項

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

742 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借３台

分任支出負担行為担当
官
九州農政局土地改良技
術事務所長
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年4月1日 1,767,780

当所ではﾈｯﾄﾜｰｸ環境を活用するためﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀを導入しておりﾈｯﾄﾜｰ
ｸﾌﾟﾘﾝﾀの機種選定ではｺﾋﾟｰ及びｽｷｬﾝ機能を備えた複合機を採用し､この
ｽｷｬﾝ機能と連携するCentreware(ｽｷｬﾝｻｰﾋﾞｽｿﾌﾄ)とDocuWorks（画像ﾊﾝﾄﾞ
ﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ）のﾗｲｾﾝｽを導入しｼｽﾃﾑの構築を行っている｡DocuWorksは職員
において文書ﾃﾞｰﾀや画像の取り込み等に活用されており機能の面からも
作業の効率化への貢献が大である。このDocuWorksとの連携性､操作性が
優れているのは富士ｾﾞｯﾛｯｸｽであるため競争を許さず会計法２９条の３第
４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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743
（財）日本農業土木総合
研究所

物質循環及びクリーク特性検討
委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
白石平野農業水利事業
所長
西中　敏之
（佐賀県杵島郡白石町
大字東郷1612-3）

平成17年10月31日 9,198,000

本委託事業の実施に当たっては,近年の営農形態等の変化,ｸﾘｰｸの維持
管理方法の変化を把握するとともに,本事業による導水がｸﾘｰｸの水質にど
のような影響を与えるのかなど,ｸﾘｰｸ水質の影響源と考え得る地域内の物
質循環を把握する必要がある。(財)日本農業土木総合研究所は,これまで
産官学の叡智を結集し,農業水利や物質循環などに関する調査･研究を専
門的,総合的に行いこれらに関する多くの知見とﾃﾞｰﾀを蓄積している。また
「バイオマス資源循環利用診断プログラム」の著作者であることから競争を
許さず,会計法第29条の3第4項に該当するため｡

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

744
（社）農業土木機械化協
会

平成16年度大野川上流農業水
利事業支線水路その他（大利揚
水機）技術検討業務委託　　１式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局大野川上流
農業水利事業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村
大字山鹿2084-5）

平成18年1月6日 8,242,500

本業務にて設計を行う揚水機は、実揚程が100mを超える高揚程ポンプで
あり、ｳｵｰﾀｰﾊﾝﾏｰ対策など高度な技術的検討を必要とするともに、ポンプ
設備技術のほか,維持管理、水管理制御等の重要な技術的判断を伴い、
豊富な経験と高度な専門知識が必要とされる。　（社）農業土木機械化協
会は管理制御施設技術指針や電気設備技術指針等の整備を行い、高揚
程ポンプ設備の技術検討について、多くの実績を有しており、当該業務と
同様の高揚程ポンプの技術検討業務の実績のある者は他にはないことか
ら競争を許さず会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

745
独立行政法人農業工学
研究所

平成17年度大野川上流農業水
利事業大蘇ダム左岸薄尾根地
下水流向流速解析委託業務１式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局大野川上流
農業水利事業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村
大字山鹿2084-5）

平成17年6月14日 1,200,000

本業務は、ダムの地下水の流向及び流速を計測・解析し、試験湛水の重
要なデータの判読及び十分な解析を行える技術が必要となるが、平成１６
年度から当該業務を実施しておりこれまでのデータ解析を含め、継続的
に、かつ同一の視点で解析を行えるのは、独立行政法人農業工学研究所
以外には無く、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

746 （社）日本森林技術協会
切原ダムに係る生態系調査委託
事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局尾鈴農業水
利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町
大字川南１９４０３－４）

平成17年4月19日 11,424,000

本業務については、平成１１年度から継続して希少動物に携わっており、こ
の地域に生息・生育する希少動物にも精通していること及び希少動物の行
動観察に当たっては継続的な観察も重要なことから、当協会でなければ成
果が期待できず、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

747
（社）農村環境整備セン
ター

切原ダム環境配慮計画検討業
務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局尾鈴農業水
利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町
大字川南１９４０３－４）

平成17年8月3日 22,449,000

本業務については、ダムに関する環境の諸問題に対し、生態系の調査及
び保全対策検討に係る専門的知識、生態系配慮等に係る的確な情報、学
識経験者の全国規模のネットワーク、事業の実施方法等に係る十分な経
験と専門的技術を保有しているとともに全国規模の特色ある事例等を蓄積
しており、当センターでなければ成果が期待できず、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

748 （社）畑地農業振興会
かんがい排水の効果検証委託
事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局尾鈴農業水
利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町
大字川南１９４０３－４）

平成17年11月24日 2,793,000

本業務については、農業農村整備事業の実施に必要となる、かんがい技
術についての情報、専門知識、学識経験者の全国規模のネットワーク、事
業の実施方法等に係る十分な経験と専門知識を保有しているとともに全国
規模の特色ある事例等を蓄積しており、当振興会でなければ成果が期待
できず、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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749 富士ゼロックス（株） 電子複写機外賃貸借３台

分任支出負担行為担当
官
九州農政局尾鈴農業水
利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町
大字川南１９４０３－４）

平成17年4月1日 2,159,640

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更新（３年目）であり、新
たに競争に付し新機器機を購入する場合、撤去・設置費用等が発生する
ため、引き続き賃貸借した方が有利となり会計法第２９条の３第４項に該当
する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

750 富士ゼロックス（株） 電子複写機外保守契約４台

分任支出負担行為担当
官
九州農政局尾鈴農業水
利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町
大字川南１９４０３－４）

平成17年4月1日 6,140,493

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス株式会社出なければ履行できず、近
隣には宮崎営業所しか存在しないため競争を許さず会計法第２９条の３第
４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

751
（社）農村環境整備セン
ター

浜ノ瀬ダム環境保全計画検討業
務委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局西諸農業水
利事業所長
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤
3020-5）

平成17年4月25日 28,875,000

　本業務は、浜ノ瀬ダム環境保全計画策定に向けて検討を行う事業であ
り、本業務の遂行にあたっては、高度な専門的知識、十分な経験、豊富な
事例を有しており、かつ農業農村整備事業に精通している当センター以外
では成果が期待できないことから、会計法第29条の3第4項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

752 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局西諸農業水
利事業所長
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤
3020-5）

平成17年4月1日 1,113,840

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給な
どは、当該機器の製造メーカーである富士ゼロックスでなければ履行でき
ず、近隣には宮崎営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９
条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

753 富士ゼロックス（株） カラーコピー保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局西諸農業水
利事業所長
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤
3020-5）

平成17年4月1日 1,548,048

カラーコピー機の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、当該機器の製造メーカーである富士ゼロックスでなければ履行で
きず、近隣には宮崎営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２
９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

754 （社）農業土木事業協会
木之川内ダム水管理制御施設
技術検討業務

分任支出負担行為担当
官
都城盆地農業水利事業
所長
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５
２２５－５）

平成17年7月7日 8,746,500

本業務は、都城盆地地区の木之川内ダム水管理制御施設の実施設計を
行うものである。実施にあたっては、当地区の水利用に適合した合理的な
操作制御方式及び管理レベルの設定を行う必要があり、また、通信方式に
先端的技術を踏まえた導入を検討する必要があることから、農業用水管理
全般に関して幅広い知見及び豊富な経験が必要不可欠である。農業土木
事業協会は、農業用水管理全般に関して幅広い知見に基づく高度な専門
的知識と豊富な経験を有している。また、学識経験者や技術者から構成さ
れる委員会を設置し、中立的な立場での検討ができ、必要に応じて第３者
からの意見を徴することのできる唯一の機関であり競争を許さないことから
会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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755
（社）農村環境整備セン
ター

木之川内ダム等周辺整備構想
検討委託業務

分任支出負担行為担当
官
都城盆地農業水利事業
所長
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５
２２５－５）

平成17年9月26日 9,103,500

本業務は国営都城盆地農業水利事業の一環として建設する木之川内ダム
等の周辺整備計画の検討を行うとともに、一般住民への事業ＰＲ戦略を策
定するものである。本業務の実施にあたって当法人は、ダム等周辺整備計
画について多数の業務実績を有しており、本地域の環境特性や農村環境
資源に対する地元関係者要望等について実際のワークショップを通じ十分
に把握し、過年度において本地区についての計画段階での整理構想を検
討している唯一の機関であることから競争を許さず、会計法２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

756 富士ゼロックス（株） カラ－コピ－機保守

分任支出負担行為担当
官
都城盆地農業水利事業
所長
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５
２２５－５）

平成17年4月1日 2,968,452

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給
などは、製造元である富士ゼロックス株式会社でなければ履行できず、近
隣には宮崎営業所しか存在しないため競争を許さず会計法第２９条の３第
４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

757 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局肝属中部農
業水利事業所長
長谷部　均
（鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 2,442,573

 契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供
給などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣
には鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３
第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

―
単価契約
１７年度限り

758 富士ゼロックス（株） 電子複写機その１保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局肝属中部農
業水利事業所長
清水　洋一
（鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年9月1日 1,762,530

 契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供
給などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣
には鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３
第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

759
（財）日本農業土木総合
研究所

平成１７年度肝属中部（二期）農
業水利事業土砂崩壊対策検討
業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局肝属中部農
業水利事業所長
長谷部　均
（鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月28日 5,565,000

本業務は、鹿児島県肝属郡吾平町（現鹿屋市）で発生した土砂崩壊につい
て、九州農政局内に設置した肝属中部地区土砂崩壊対策検討委員会を開
催し、現地の状況を調査し、その結果を踏まえて技術的な観点から、土砂
崩壊のメカニズムの検討、今後の本格的な復旧にあたっての工法・対策を
検討することを目的として実施している。土砂崩壊に対する対応は緊急性
を要することから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

760
（社）地域資源循環技術
センター

平成１７年度肝属中部（二期）農
業水利事業肝属中部地区バイオ
マス利活用事業検討業務委託
事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局肝属中部農
業水利事業所長
長谷部　均
（鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年6月2日 5,922,000

本業務は過年度においてとりまとめた、対象ﾊﾞｲｵﾏｽ種類及び量について
詳細に検討するとともにﾊﾞｲｵﾏｽ利活用構想原案をとりまとめるための業務
である、このため、過年度より地区内のﾊﾞｲｵﾏｽ現況調査を実施し、本地区
のﾊﾞｲｵﾏｽ賦存量等に精通していることから、会計法２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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761
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度肝属中部（一期）農
業水利事業肝属中部地区環境
調査業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局肝属中部農
業水利事業所長
長谷部　均
（鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年7月11日 5,775,000

本業務は、荒瀬ﾀﾞﾑ周辺等において移植した植物の個体群の分布域の維
持を図るため、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施し、生育状況等を記録するものである。ま
た、荒瀬ﾀﾞﾑ上流に位置し、多様な生態系を有する渓畔林において、当ﾀﾞﾑ
原石山工事等による形状の変化に伴う影響等を把握することを目的とし
て、群落組成調査を実施し、この時点の調査結果を基準として、工事実施
後の調査結果と比較する事によって影響を中長期的に把握するものであ
る。このように環境に配慮しつつ効率的・円滑に進めるためには専門的技
術、事例等の蓄積を有する相手と契約し、その保有する技術力と経験を活
用することが必要不可欠である。このため過年度より本地区においても環
境調査を行ってきていることから、会計法２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

762 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守料

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年4月1日 2,619,480

 契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供
給などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣
には鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３
第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

763 富士ゼロックス（株） ファックス保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年4月1日 1,525,470

 契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供
給などは、製造元である富士ゼロックス（株）でなければ履行できず、近隣
には鹿児島営業所しか存在しないため競争を許さず、会計法第２９条の３
第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

764 （社）農業土木事業協会
平成１７年度徳之島用水（二期）
農業水利事業　水管理制御施設
基本設計業務　　　　（一式）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年10月25日 8,085,000

本業務は、徳之島用水地区の水管理制御施設の基本設計を行うものであ
る。本水管理制御施設の概要としては、管理対象施設のダム・調整池・
ファームポンド揚水機場・幹線分水工の監視、制御を行い適切な利水計
画、水利用を図るものである。本業務の実施にあたっては、水源（ダム）か
ら末端施設までの当地区の水利用に適合した合理的な操作制御方式及び
管理レベルの設定を行う必要があることから、農業用水管理全般に関して
幅広い知見及び豊富な経験が必要不可欠である。当協会は、過年度にお
いて多数の水管理制御施設の計画設計を行うなど、高度な専門知識と豊
富な経験を有している。また、学識経験者や技術者から構成される委員会
を設置し業務を実施するなど、中立的立場の検討及び業務期間中の情報
管理ができ、第三者の意見を超することができる委員会形式を採用できる
唯一の機関であることから競争を許さず会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

765
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　秋利神川魚類保
全調査業務

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年7月21日 2,100,000

この業務については、秋利神川に生息する魚類保全に向けて、ＤＮＡ標識
を開発し、遺伝的交流情報から、ダム建設前における魚類の移動・分布を
推定するものである。調査は、魚類からＤＮＡを抽出し、塩素配列決定の解
析を行う等特殊な業務内容であるため、魚類及び農村地域における生態
系保全のための整備手法に関して幅広い知見に基づく専門的な知識や技
術力を有している（独）農業工学研究所に実施させることが適切であり競争
をゆるさないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

766
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム貯水
機能評価業務

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年8月12日 4,500,000

この業務については、ダムの基礎処理計画及び試験湛水計画を作成する
ために貯水評価システムを用いて地表水・地下水の統合解析を行い、基
礎からの浸透水の量、湛水試験における貯水位の上昇速度などを予想す
る技術が必要となり、このシステムを開発し、また解析にかかる経験知識
を持つ（独）農業工学研究所でなければ成果がきたできず競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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767
独立行政法人農業工学
研究所

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム水質
環境検討業務　　　　（一式）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成17年11月7日 2,000,000

本業務は、建設中である徳之島ダムの貯留水の水質保全に向けたダム湖
水の水質環境を予測するとともに、より詳細な予測を行うために必要とされ
る調査手法及び調査計画の提案を目的とするものである。当研究所は農
業用水の水質の試験研究に関して成果をあげていると共に高度な専門知
識を有しており、当研究所でなければ成果が期待できず、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

768
（財）日本グラウンドワー
ク協会

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム周辺
施設整備計画検討業務委託（一
式）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局徳之島用水
農業水利事業所長
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城
町天城１５１１－１）

平成18年2月9日 3,549,000

本業務は、徳之島ダム周辺施設を地域住民が活用を促進し、その維持管
理等への参加を検討するための基礎的資料を収集し、今後のダム周辺施
設整備ならびに地域住民の参加による保全・利活用計画の方策を検討す
るものである。当協会は、これら地域の環境保全活動等に係る専門的知識
や実施方法の十分な経験、全国規模の特色のある事例の蓄積があり、当
協会でなければ成果が期待できないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

769
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度佐賀中部農地防災
事業　東与賀排水機場ポンプ設
備修正設計業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１
８７２）

平成17年10月11日 2,121,000

本件は、当事業により建設する東与賀排水機場のポンプ設備について必
要な機能を確保し安全でかつ経済的となるよう計画設計することを目的と
している。そのためには、地元管理に適合した設備の操作制御方式及び
経済的な維持管理形態を選定する必要があり、経験豊富かつ幅広い設計
実績が必要不可欠である。今回業務が修正業務であること及び施設機械
等に関する調査・研究・試験・技術開発を行い地元農業用排水ポンプ設備
の豊富な設計実績を有し、内容により精通している特定の者でなければ成
果を期待できない業務であり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

770
（社）農村環境整備セン
ター

平成１７年度佐賀中部農地防災
事業環境保全調査検討委託業
務

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１
８７２）

平成17年9月30日 4,977,000

本件は「田んぼの生きもの調査」を地元小学生と連携して行い、その結果
も踏まえ環境に配慮して施工した区間における水生生物調査、水質調査
に反映させ、設計・施工の効果の検証を行うことを目的としており、そのた
めには生き物調査の推進母体として調査、とりまとめ等の実施及び調査に
あたってのノウハウを兼ね備えた特定の者でなければ成果を期待できない
業務であり、必要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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

771 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１
８７２）

平成17年4月1日 3,800,000
電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給な
どは、当該機器の製造メーカーである富士ゼロックス（株）でなければ履行
できず、競争を許さないため、会計法第２９条の３第４項に該当する

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

772
（社）農業土木機械化協
会

平成１７年度玉名横島海岸保全
事業２号排水樋門門扉実施設計
業務委託

分任支出負担行為担当
官
九州農政局玉名横島海
岸保全事業所長
堤　正治
（玉名市横島町横島２０
８１）

平成17年10月31日 5,000,000

本業務は、玉名横島海岸保全事業で実施する２号排水樋門門扉工事のた
めの実施設計を行うものであり、当該法人は農業土木の機械化に関する
内外技術の調査研究、農業土木事業に関する情報や資料の収集等を主
たる事業として活動するなど、農業土木機械化分野に精通し、当該業務の
ように直接工事施工に係る標準仕様による実施設計に当たって、中立的
立場の検討及び業務期間中の情報管理ができる機関である。従って本業
務を適切かつ有効に実施することができることから、会計法第２９条の３第
４項により随意契約を行うものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

773
東日本電信電話㈱宮城
支店

電話料金

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３
－３－１）

平成17年4月1日 5,461,182
他に契約できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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774
東日本電信電話（株）
福島支店

隈戸川（一期）農業水利事業　
幹線用水路矢吹北工区（その
３）工事に係る電気通信線路
設備移設補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
白木　哲二
（福島県西白河郡矢吹
町八幡町409-1）

平成17年11月25日 1,598,171

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

775
東日本電信電話（株）
福島支店

隈戸川（一期）農業水利事業　
幹線用水路矢吹北工区（その
３）工事に係る電気通信線路
設備移設補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
白木　哲二
（福島県西白河郡矢吹
町八幡町409-1）

平成18年1月5日 1,378,984

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

776
東日本電信電話（株）
青森支店

岩木川左岸（二期）農業水利
事業　東俣１号幹線用水路工
事に伴う電気通信設備移転等
工事費用補償

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造
萩野１８－７)

平成17年6月8日 2,208,865

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

777
東日本電信電話（株）
青森支店

岩木川左岸（一期）農業水利
事業　出精川排水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造
萩野１８－７)

平成17年8月1日 5,091,207

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

778
東日本電信電話（株）
宮城支店

大崎西部農業水利事業渋井川
改修工事
宮城県古川市大崎字共和地内
電気通信設備移転補償
光ｹｰﾌﾞﾙ等　　　1式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字
月蔵119-1）

平成17年6月15日 10,491,842

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

779
東日本電信電話（株）
岩手支店

いさわ南部農地整備事業西部
地域１ブロック区画整理工事
に伴い支障となる電気通信設
備移転等工事費用補償金　　　
　　　　　　　　　　　　
（岩手県奥州市胆沢区小山地
内）

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区
中上野町3-2）

平成18年2月3日 1,105,134

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

780
東日本電信電話（株）
岩手支店

いさわ南部農地整備事業西部
地域１０ブロック区画整理工
事に伴い支障となる電気通信
設備移転等工事費用補償金　　
　　　　　　　　　　　　
（岩手県奥州市胆沢区小山地
内）

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区
中上野町3-2）

平成18年2月3日 2,208,823

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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781
東日本電信電話（株）
岩手支店

いさわ南部農地整備事業西部
地域１３ブロック区画整理工
事に伴い支障となる電気通信
設備移転等工事費用補償金　　
　　　　　　　　　　　　
（岩手県奥州市胆沢区小山地
内）

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区
中上野町3-2）

平成18年2月23日 2,700,321

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

782
（株）ＮＴＴ東日本－
群馬

ＮＴＴビジネスホン賃貸借契
約８６台

契約担当官
関東農政局前橋統計・
情報センター長
柿﨑　亮一
（群馬県前橋市昭和町
３－１２－１０）

平成17年4月1日 989,100
電話設備の構築業者であり、通信機器の環境を設定変更でき、障害時
の迅速な対応が可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

783
西日本電信電話㈱みや
こ支店

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）大和平野国営東部幹
線水路（浅古サイホン）改修
工事に伴う電気通信設備の損
失補償　１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町
４５９）

平成17年11月28日 2,335,121

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して行う契約
であり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、
場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

784
西日本電信電話（株）
大阪支店

紀伊平野小田井県営水路かつ
らぎ工区その２改修工事に伴
う電気通信設備等の移転補償
金　１式

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町
４５９）

平成18年2月9日 2,724,069

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して行う契約
であり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、
場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

785
西日本電信電話（株）み
やこ支店

区画整理工事に伴う電気通信整
備の移転補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院
通下長者町下ル丁子風
呂町）

平成17年12月22日 23,739,320

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して行う契約
であり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、
場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

786
西日本電信電話（株）
みやこ支店

区画整理工事に伴う電気通信
設備移転補償

分任支出負担行為担当
官
近畿農政局淀川水系土
地改良調査管理事務所
長
田村　成明
（京都府京都市伏見区
桃山町永井久太郎５６
番地）

平成18年3月3日 1,125,452

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して行う契約
であり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、
場所及び契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

787
西日本電信電話（株）
徳島支店

四国東部農地防災事務所平成
１７年度電話料
（H17.4～H18.3）

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境２－１）

平成17年4月1日 4,443,533
サービスの提供を行うことが可能な業者が一であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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788
西日本電信電話（株）
四国支店

北部幹線水路（板名２工区吉
野）整備（その１）工事に伴
う補償代金
（徳島県阿波市五条地内）

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境２－１）

平成18年3月28日 1,069,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

789
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
田代団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年8月2日 1,105,681

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

790
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
寺畑団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年8月2日 1,871,147

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

791
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
蓋の井団地区画整理工事に伴
う電気通信設備移転等工事費
用補償契約　　一式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年11月7日 4,059,080

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

792
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
寺畑団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約　一式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年11月29日 1,816,057

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

793
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
田代団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約　一式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成17年12月9日 6,748,827

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

794
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
川中曽団地区画整理工事に伴
う電気通信設備移転等工事費
用補償契約　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成18年1月30日 1,020,343

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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795
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
波原団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約　１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成18年3月9日 1,057,304

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

796
西日本電信電話(株)山
口支店

豊北農地整備事業
岡林団地区画整理工事に伴う
電気通信設備移転等工事費用
補償契約１式

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局豊北農
地整備事業所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町
大字滝部1070-1）

平成18年3月9日 2,119,764

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

797
西日本電信電話㈱岡山
支店

岡山南部農業水利事業湛井十
二ヶ郷用水路（総社その３）
改修工事に伴う電気通信線路
移転補償

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局岡山南
部農業水利事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１
丁目５－３５）

平成17年7月25日 2,270,371

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

798
西日本電信電話（株）
徳島支店

電話

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野
町西居内456）

平成17年4月1日 1,470,331
サービスの提供を行うことが可能な業者が一であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

799
西日本電信電話㈱四国
支店

那賀川（一期）農地防災事業
那賀川幹線導水路トンネル取
付工事等に伴う支障電柱移転
補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野
町西居内456）

平成17年12月26日 1,191,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

800
西日本電信電話㈱四国
支店

那賀川（二期）農地防災事業
南岸幹線水路（その１）工事
に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野
町西居内456）

平成18年2月28日 1,108,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

801
西日本電信電話（株）
四国支店

国営香川農地防災事業　為久
池改修工事に伴う補償代金
電気通信線路設備移転補償　
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農
地防災事業所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上
町１３７３－２）

平成17年11月16日 1,026,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が
特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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802
西日本電信電話㈱福岡
支店

電気通信設備等工事（幹線水
路西浜武線（東蒲池工区）工
事））

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成17年6月13日 7,395,300

本件は、筑後川下流農業水利事業の施工に伴い支障となる電気通信設
備の移設等（復旧）を実施するものである。「電気通信設備の移転等
に関する覚書（平成12年12月14日　平成16年3月24日変更）」に基づ
き、対象となる電気通信設備の管理者である西日本電信電話㈱福岡支
店が移転を実施するため、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

803
西日本電信電話㈱福岡
支店

電気通信設備移転工事（幹線
水路昭代２号線県道新田榎津
線横断工事）

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成18年3月27日 26,939,600

本件は、筑後川下流農業水利事業の施工に伴い支障となる電気通信設
備の移設等（復旧）を実施するものである。「電気通信設備の移転等
に関する覚書（平成12年12月14日　平成16年3月24日変更）」に基づ
き、対象となる電気通信設備の管理者である西日本電信電話㈱福岡支
店が移転を実施するため、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

804
西日本電信電話（株）
鹿児島支店

曽於北部（一期）農業水利事
業谷川内ダム建設工事に伴う
電気通信設備移設工事費用負
担金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於農業水
利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉
町諏訪方７９９５番
地）

平成18年2月16日 7,173,500
本契約は、事業用地内の電気通信設備の移転工事費用補償であり、競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

805
西日本電信電話（株）
福岡支店

佐賀中部農地防災事業　幹線
排水路（市の江川副線鹿江南
工区）工事に伴う電気通信設
備移設等工事

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕
１８７２）

平成17年11月22日 2,826,132

本件は、佐賀中部農地防災事業の施工に伴い支障となる電気通信設備
の移設等（復旧）を実施するものである。「電気通信設備の移転等に
関する覚書（平成12年12月14日　平成16年3月24日変更）」に基づ
き、対象となる電気通信設備の管理者である西日本電信電話㈱福岡支
店が移転を実施するため、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

806
西日本電信電話（株）
代理人NTTエコーズ
（株）

土地・建物等賃貸借に関する
契約

契約担当官　
九州農政局福岡統計・
情報センター長
砂永　良昭
（福岡県福岡市博多区
博多駅東２－１１－
１）

平成17年6月1日 25,380,400
南筑後統計・情報センター庁舎の土地・建物の借り入れであり、供給
者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

807
独立行政法人林木育種
センター

地球環境研究総合推進費による
研究開発

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

平成17年4月1日 3,823,000
本委託事業は、中立的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。

その他のもの ―
中立的第三者
機関

808
独立行政法人森林総合
研究所

原子力試験研究費による研究開
発

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

平成17年4月1日 13,949,000
本委託事業は、中立的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。

その他のもの ―
中立的第三者
機関
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809
独立行政法人森林総合
研究所

地球環境保全等試験研究費によ
る研究開発

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

平成17年4月1日 187,855,000
本委託事業は、中立的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。

その他のもの ―
中立的第三者
機関

810
独立行政法人森林総合
研究所

地球環境研究総合推進費による
研究開発

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

平成17年4月1日 256,717,000
本委託事業は、中立的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。

その他のもの ―
中立的第三者
機関

811
独立行政法人森林総合
研究所

森林吸収源計測・活用体制整備
強化事業

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

平成17年5月12日 960,668,000

　我が国では、京都議定書の温室効果ガス削減目標６％のうち、３．９％を
森林による二酸化炭素吸収量で賄うこととしており、吸収量の報告は、国
際ルールに照らし透明かつ科学的検証可能な手法で行わなければならな
い。
　森林吸収量の算定にあたっては、全国の森林を対象として、樹幹だけで
なく、枝葉、根茎、土壌における吸収や枯損による炭素排出なども含めて、
科学的に計測する必要がある。 　
　国内試験研究機関としては、都道府県試験研究機関は小規模かつ全国
をカバーする体制を持たず、民間試験研究機関も採算性に乏しい森林・林
業分野では一部早生樹種等の研究等に研究分野が限られているなどいず
れも事業実行を担うには問題がある。
　この事業の実行に必要な要件である全国をカバーする試験・研究拠点、
森林と地球温暖化に関するあらゆる分野を対象とした研究実績、吸収源と
しての森林に関する国際的な科学的論議の経験を全て持つ研究機関とし
ては、森林総合研究所は国内で唯一の機関である。
　また、森林総合研究所は森林・林業に関する豊富な研究実績があり、林
野庁の森林吸収源に係る施策の形成にも活用されるなど、その信用性は
極めて高いものである。以上のことから、森林総合研究所のみが本事業の
実施者となりうることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

812
独立行政法人森林総合
研究所

森林吸収源としての保安林管理
情報緊急整備事業

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

平成17年6月20日 9,038,000

本事業は、平成１５～１７年度の３年計画で、保安林を森林吸収源と位置
づけることを国際的に認知されうるレベルで立証する手法開発を行うもの
であり、その実施にはこの分野の経験・知識を必要とする。平成１７年度の
事業は、事業の最終年度でありこれまでの調査分析結果や検討経過に基
づき実施することが必要であることから、経費の節減、円滑かつ適切な事
業の実施を確保するうえで、前年度事業実施者以外のものに行わせること
が不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

813
独立行政法人森林総合
研究所

森林吸収源データ緊急整備事業

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

平成17年6月20日 423,316,000

本事業は、平成１５年度～１７年度の３カ年計画で実施している事業であ
り、平成１７年度事業の実施にあたっては、これまでの調査分析結果や検
討経過に基づき、調査分析を進めることが必要とされ、履行期間の短縮、
経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施を確保するうえで、前年度事業
実施者以外の者に行わせることが不利と認められ、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

814
（社）全国林業改良普及
協会

花粉生産予測情報調査事業

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

平成17年6月28日 31,567,000

本事業は、平成１３～１７年度までの５年計画で実施している事業であり、
平成１７年度は、当該事業の最終年度であり、平成１３～１７年度までの成
果を総合的に判断分析し取り纏めることが必要とされ、履行期間の短縮、
経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施を確保するうえで、前年度事業
実施者以外の者に行わせることが不利と認められ、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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815 （社）林業機械化協会
森林環境保全先端技術導入機
械開発事業

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

平成17年6月28日 38,713,000

本事業における機械開発は、２課題についてそれぞれ平成12～17年度及
び平成13～18年度の６カ年の開発予定で、両機とも既に試作機による事
業現場での実働試験に着手しており、平成１７年度事業の実施にあたって
は、これまでの一連の成果と試験結果に基づき試作機の改良を行う必要
があり、履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施を確
保するうえで、前年度事業実施者以外の者に行わせることが不利と認めら
れ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

816 （社）林木育種協会
花粉の少ない品種選定に関する
調査

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

平成17年7月5日 6,802,000

当事業は、花粉の少ないヒノキの品種選定を目的とするものであるが、こ
の目的達成のためには、ヒノキの着花周期性、気象条件による着花量の
変化等ヒノキの生理特性について高度な専門的知見を有する者が事業を
実施することが必要不可欠である。このため、一般競争になじまないことか
ら委託先を公募し、選定の結果、社団法人林木育種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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

817 （社）日本森林技術協会
松くい虫駆除技術高度化調査事
業

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

平成17年7月8日 6,716,000

当事業は、マツノザイセン虫に感染したマツが翌年以降に枯損する「年越
枯れ」の防止手法の確立を目的とするものであるが、この目的の達成のた
めには、樹木生理学、昆虫生態学等についての高度の専門的知見を有す
る者が事業を実施することが必要不可欠である。このため、一般競争にな
じまないことから委託先を公募し、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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

818 （社）日本森林技術協会 森林資源調査データ解析事業

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

平成17年7月26日 134,256,000

本事業は、高分解能衛星画像データ等の解析による我が国の森林資源情
報の収集・取得手法等を検討・開発する極めて特殊性・専門性が高い事業
であり、また、平成１４～１８年度の５カ年計画で実施している事業であるこ
とから、平成１７年度の実施に当たっては、これまでの調査分析結果や検
討経過に基づき、調査分析を進めることが必要とされ、履行期間の短縮、
経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施を確保するうえで、前年度まで
の事業実施者以外の者に行わせることが不利と認められ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

819
（財）林政総合調査研究
所

森林・林業基本対策推進事業

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

平成17年8月11日 27,081,000

本委託事業は、森林・林業に関する基本政策の立案並びに普及啓発に寄
与するものであり、森林・林業・木材産業に関する専門的な知識と、豊富な
知見が必要であることから、委託先を公募し、審査の結果、財団法人林政
総合調査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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

820
（財）林政総合調査研究
所

森林整備保全事業計画推進調
査

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

平成17年8月19日 6,878,000

本事業は、総合的な森林・林業経営に関する高度な知識と経験を有すると
ともに、これまでの経験に基づく豊富な森林データを蓄積し、なおかつ極め
て専門性が高い森林データ解析に関する高度な技術及び知識を有する技
術者、学識経験者を擁することが必要であり、これらの必要条件に合致す
る団体は、森林・林業問題を総合的に調査研究し、その的確な分析と把握
を行い、政策の確立と森林・林業の発展に寄与することを目的として設立さ
れた唯一の団体である「財団法人　林政総合調査研究所」以外になく、会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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821
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

コスト縮減工法の体系化に関す
る関する調査

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

平成17年8月31日 5,520,000

本調査を実施するためには、①林道の調査・測量・設計の専門的知識及
び手法に精通していること②森林土木事業における林道線形（縦横断）、
工種工法（擁壁工、法面保護工等）の選定手法について、全国的な見地で
選定できる体制があること③コスト縮減工法に関する新手法等について、
自らシミュレーション的な実験（実証）できる施設又は実績があることが必
要であるとともに、昨年度から本調査について当該機関で実施しており、そ
のデータ及び分析結果を本年度調査においても活用する必要がある。
以上のことから履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実
施を確保する上で、前年度までの事業実施者以外の者に行わせることが
不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

822
（財）林業土木施設研究
所

環境保全型林道（エコリンドー）
に関する調査

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

平成17年8月31日 5,525,000

本調査を実施するためには、①林道の全体計画調査（測量・設計を含む）
の手法に精通していること②全体計画調査で把握された地形・地質・動植
物等の自然環境や多様化する社会的状況を全国的な見地で分析できる体
制があること③環境保全については、広範な視点で情報を把握・分析する
必要があることから当該機関内だけでなく学術研究を行っている他の機関
との情報交換を行う体制を整えていることが必要であるとともに、昨年度か
ら本調査について当該機関で実施しており、そのデータ及び分析結果を本
年度調査においても活用する必要がある。
以上のことから履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実
施を確保する上で、前年度までの事業実施者以外の者に行わせることが
不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

823
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

特定外来生物による被害の防止
等に配慮した緑化植物取扱方針
検討調査

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

平成17年9月14日 13,429,000

　本調査は、林野公共事業において外来緑化植物の利用に当たり、技術
上の問題点や代替工法の検討を行うなど、事業の特殊性専門性が求めら
れる。また、年度途中による予算の内示を経て、関係省庁が懇談会を設置
し、情報提供、調査の連携・調整を図り、最終的に各省庁共通の緑化植物
の取り扱いをまとめる必要があり、緊急的に実施して、成果を得る必要が
あるなど、事業の特殊性・専門性及び緊急に行わなければならない事業で
あって、競争に付する時間的余裕が無く、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

824
（財）林業土木施設研究
所

景観形成に資する伝統的な修景
素材・技術の活用促進方策検討
調査

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

平成17年9月14日 14,520,000

本調査は、石積構造物、木構造物、植栽等について現況調査や課題を整
理し、伝統的工法技術の活用に当たり、技術上の問題点を整理するなど、
事業の特殊性専門性が求められる。また、年度途中による予算の内示を
経て、関係省庁が懇談会を設置し、情報提供、調査の連携・調整を図り、
最終的に提言をまとめる必要があり、緊急的に実施して、成果を得る必要
があるなど、事業の特殊性・専門性及び緊急に行わなければならない事業
であって、競争に付する時間的余裕が無く、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

825 （財）水利科学研究所
「水と森林パートナーシップ」形
成推進事業

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

平成17年9月15日 10,915,000

本業務は、適切な森林の整備・保全等の推進に必要な利害関係者間の
パートナーシップの醸成の一層の推進を図り、パートナーシップ醸成のた
めの取り組みの成果等を国際社会に示していくとともに、そこで得られた知
見を生かし国内のパートナーシップ醸成のための取り組みをより実効性あ
るものにするために、平成１６年度から平成１７年度までの２カ年間におい
て、計画的な調査検討を重ねて一定の成果を得ることとしているものであ
る。このため、競争又は企画競争に付することが不利と認められ、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

826 （財）水利科学研究所
流域水質の総合的な保全・改善
のための連携方策検討調査

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

平成17年9月15日 11,514,000

本業務は，湖沼における非特定汚染源による汚濁負荷の影響評価及び削
減方策について関係する省庁が連携して調査・検討を実施し、これらに関
する方策を効果的に実施するための関係公共事業の連携方策をとりまと
め、流域水質の保全・改善の推進に資することを目的としている。このよう
な専門性、特殊性に加え本事業は、府省間にまたがる公共事業に関する
調査の調整等において、年度途中による予算内示を経て年度内に緊急的
に実施して成果を得るためのものであるため、競争又は企画競争に付する
ことが不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

827 （財）日本緑化センター
特定外来生物による被害の防止
等に配慮した緑化植物取扱方針
検討全体調査

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

平成17年9月27日 4,500,000

　本調査は、公共事業において外来緑化植物の利用に当たり、各省庁横
断的な取りまとめを行い、技術上の問題点や代替工法の検討を行うなど、
事業の特殊性専門性が求められる。また、年度途中による予算の内示を
経て、関係省庁が懇談会を設置し、情報提供、調査の連携・調整を図り、
最終的に各省庁共通の緑化植物の取り扱いをまとめる必要があり、緊急
的に実施して、成果を得る必要があるなど、事業の特殊性・専門性及び緊
急に行わなければならない事業であって、競争に付する時間的余裕が無
く、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

828
（社）全国森林レクリエー
ション協会

平成１７年度森林体験学習等に
おける安全管理手法に関する調
査

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

平成17年9月27日 8,052,000

  本事業は、森林体験学習等において発生が予見される事故等について、
それを未然に防止し、又は発生した場合の適切な対応及び再発防止につ
いて調査検討を行うものであるが、森林を活動のフィールドとしているため
森林・林業関連はもとより体験学習、安全管理に関する広範囲な知識と経
験が必要である。
　平成１６年度～１７年度の２カ年計画で実施している事業であり、平成１７
年度事業の実施にあたっては、これまでの調査分析結果や検討経過に基
づき、調査分析を進めることが必要とされ、履行期間の短縮、経費の節
減、円滑かつ適切な事業の実施を確保するうえで、前年度事業実施者以
外のものに行わせることが不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

829
（財）国際緑化推進セン
ター

人工林における天然更新技術に
関する調査

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

平成17年9月30日 5,771,000

本調査は、国内におけるこれまでの天然更新の技術的な知見と天然更新
について先進的な諸国における技術を基礎として、人工林における天然更
新の技術指針を作成するものである。同センターは、森林・林業に関する
技術情報の収集・整理、技術研究開発の専門的知識及び手法に精通して
おり、また、国内外の森林整備に関する高度な専門的知見を有している。
さらに、森林造成技術に関する委託調査の実績もあり、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

830
林業・木材製造業労働災
害防止協会

林業労働災害防止機械・器具等
開発改良事業

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

平成17年9月30日 15,686,500

林業における労働災害の発生頻度は、依然として他産業に比べて著しく高
い実態にあり、林業就業者の安全を確保するための労働災害防止機械・
器具等の開発・改良を推進し、これを普及することが喫緊の課題であること
から、新技術や新素材を取り入れるなどにより、使い易くより有効な林業の
労働災害防止機械・器具等の公募による開発・改良を実施するため、一般
競争になじまないことから委託先を公募し、審査の結果、（認）林業・木材
製造業労働災害防止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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

831 （社）日本森林技術協会
大規模林業圏における林内路網
整備のあり方に関する調査

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

平成17年10月7日 11,686,000

　本調査の実施条件は、①幹線的な林道の調査、測量、設計の専門的知
識及び手法に精通していること、②伐採、間伐等の森林施業と林内路網整
備の関係について体系的に分析、評価する能力を有していること、③林道
開設と地域住民の生活環境との関係について、社会科学的に分析、評価
する能力を有していること、④全国の大規模林業圏のうち、先進的な地域
の事例について情報を収集、評価する能力を有していることであり、本調
査を行い得る者は、①技術内容について組織内で協議検討を行うために
技術士（森林土木）３名以上、技術士（林業）１名以上、技術士（森林環境
又は環境）１名以上を擁すること、②全国に支所等を有し、情報を広範囲に
収集・検討することが可能なこと、③森林整備、路網整備、環境保全に関
する調査の実績を有することである。
　加えて、本調査は平成１６年度からの継続調査であること、関係する１７
道県と連携を図りながら実施している調査で、途中で委託先に変更がある
と調査の継続に支障が生ずる。
　以上のことから、前年度までの事業実施者以外の者に行わせることが不
利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

832 （社）日本森林技術協会
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
前田　直登
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年10月21日 23,160,000

この業務については、不在村森林所有者に対する施業実施の意向や考え
方、施業コスト等の意向について調査するものであり、高度な専門的知識
を要するとともに、仕様書等の具体的な提示が困難で競争入札を実施でき
ないことから、不特定多数のものに対する事業企画書案の募集を行い事
業内容や業務遂行能力が最も優れた者を選定し、審査の結果、(社)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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

833 （社）日本森林技術協会
特定中山間保全整備基本計画
調査事業

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

平成17年10月25日 4,452,000

この業務については、不在村森林所有者に対する施業実施の意向や考え
方、施業コスト等の意向について調査するものであり、高度な専門的知識
を要するとともに、仕様書等の具体的な提示が困難で競争入札を実施でき
ないことから、不特定多数のものに対する事業企画書案の募集を行い事
業内容や業務遂行能力が最も優れた者を選定し、審査の結果、(社)日本
森林技術協会が選定されており、一般競争になじまず会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

834
（財）林政総合調査研究
所

平成17年度野生鳥獣被害の軽
減に資する森林整備の効率的推
進手法開発調査

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

平成17年11月18日 10,049,000

当事業は、野生鳥獣被害の軽減に資する森林整備の手法開発を目的とす
るものであるが、この目的達成のためには、森林経理学、動物生態学等に
ついての高度な知見を有する者が事業を実施することが必要不可欠であ
る。このため、一般競争になじまないことから委託先を公募し、審査の結
果、（財）林政総合調査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。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

835 （社）日本森林技術協会
既存ストック等の効率的管理に
よる環境の保全・再生・創出方策
検討調査

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

平成17年12月5日 9,651,000

  本調査は、エコロジカルネットワークの構築という視点から、森林内の生
態系や動植物等を定性的かつ定量的に評価するための広範な知識を持
つとともに、森林航測や森林ＧＩＳ等に関する高度な知見と技術で森林デー
タ等を解析し、これに基づき現地調査を実施する能力を有する必要があ
る。また、16年度に実施したエコネット調査と同一の視点と統一性を持たせ
る必要があるため、事業の特殊性、専門性及び継続事業で前年度まで事
業を実施した者に行わせた場合は履行期間の短縮、経費の節減、円滑か
つ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる場合に該当するこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

836 （財）水利科学研究所
海岸林の津波減災効果に関する
調査

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

平成17年12月20日 13,008,000

本業務は、海岸林のもつ津波の流速低下と破壊力減少や漂流物移動阻
止などの津波減災機能を効果的に発揮させるため、効率・効果的な海岸
林の配置・構成等を検討するとともに関係する省庁と連携し避難行動支援
策や避難時の安全確保対策との連携のあり方について取りまとめ、海岸
林の造成整備や防災計画の推進に資することを目的としており、海岸地域
の社会的要請や治水等海岸保全、利活用全般に関する高度な知識を有し
ていることが必要であり、事業の専門性・特殊性及び緊急に行わなければ
ならない事業であることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

837
独立行政法人森林総合
研究所

きのこ類の種菌検査の管理業務

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

平成17年4月1日 4,800,000

本事業は種苗法第５３条第１項の規程に基づき、林野庁が集取したきのこ
種菌について、有害菌類の有無の確認に必要な保存と培養を行う事業で
あり、事業の実施に当たって、当研究所は、①事業内容に精通したきのこ
の専門職が配置されている②きのこ種菌を分離培養するのに必要な、特
殊エネルギー供給機器を備えた検査棟が設置されている③検査対象とな
る販売種菌を開発していない④林野庁の指揮監督下にあるという点から、
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

838 （社）日本林業協会
平成１６年度森林・林業及び林
業の動向に関する年次報告等の
編集等支援業務費用

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

平成17年4月7日 2,265,503

国民に分かりやすい白書とするため、事前に編集企画を行い、図表、イラ
スト等を含めた作業を進める必要があることから、単に契約金額の水準の
みならず、その能力水準を見極める必要があるため、一般競争がなじまず
企画競争を行い、選定委員会において当該事業者の企画案を選定したこ
とから、計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

839 （財）林野弘済会 林野時報の購入

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

平成17年4月14日 7,027,200 「版権」を所有しているため
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

840 （財）林野弘済会
平成１７年度林業普及指導職員
全国シンポジウム開催 　賞状筆
耕料　他

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

平成17年11月16日 20,520
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第７項

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

841 （財）林野弘済会
山火事予防ポスター及びステッ
カー

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

平成17年12月26日 2,540,065 「版権」を所有しているため
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

842 （財）林野弘済会
原木しいたけ技術交流会・生産
者大会　賞状筆耕料

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1月20日 14,490
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第７項

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

843
独立行政法人森林総合
研究所

平成17年度森林生態系を重視し
た公共事業の導入手法調査

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

平成17年7月21日 1,970,000

本事業は、北海道及び高知県の２つの森林計画区を対象として生態系の
状態等のモニタリングを行い、そのデータを解析・評価するものである。当
該機関は本事業で必要とされるモニタリング調査に関する高い知見と分析
能力を有する人材を有しているとともに、他の研究機関等との連携を図り
ながら事業を実施する体制も整備されていることから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

844
独立行政法人森林総合
研究所

山地災害危険地区対策調査（降
雨強度を指標とする山地災害危
険地判定手法の開発）

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

平成17年7月22日 6,680,000

本事業は、平成１３年～１７年の５年計画で、信頼性が高く、かつ、一般市
民にも容易に理解できるように降雨強度の因子（確率雨量を含む）を新た
に加え、山地災害危険地区を判定する手法開発を開発することを目的とし
ている。その実施には、平成８年度から平成１２年度まで森林総合研究所
で実施してきた「広域山地災害発生予測技術の開発調査」の成果を活用
することが有効であり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

845
独立行政法人森林総合
研究所

地下水動態が大規模地すべり地
に与える影響に関する調査

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

平成17年7月25日 4,330,000

本調査は、平成１３年～１７年までに、近年多発している大規模地すべりの
発生危険度を評価する手法開発に資することを目的として大規模地すべり
地の地下水流動特性及び地下水がすべり面に与える影響の検討を行って
いる。本調査は森林総合研究所が維持、管理している試験地を活用して継
続的に調査を行っていく必要があり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

846
独立行政法人森林総合
研究所

地すべり移動土塊の変形機構に
関する調査

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

平成17年7月27日 3,970,000

本調査は、平成１３年～１７年までに、岩盤すべりに比較して流動化し、下
流へ流下する可能性の高い二次地すべり地において、調査地の詳細な観
測を行い、その変形機構のモデル化の検討をおこなっている。本調査は森
林総合研究所が維持、管理している試験地を活用して継続的に調査を
行っていく必要があり、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

847
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度治山施設コスト縮減
設計手法検討調査

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

平成17年8月19日 4,930,000

　本調査は、平成１６年度からの継続調査であり、治山ダムや土留工にお
いてコンクリート工学や流体力学等の治山技術の専門的な知識等を要す
ること、全国を網羅した情報や資料が必要となり全国規模での調査体制を
とることが必要であること、治山ダム等における外力（背面土圧や土中水
圧等）の解析において、モニタリング試験等を行う必要があり、各種実験を
行い得る施設が必要であること等から、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

848
（財）林業土木施設研究
所

平成１７年度特殊荒廃地等対策
調査（特殊荒廃地における事業
効果の算定手法検討調査）

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

平成17年8月22日 5,110,000

本調査は、前年度作成した事業評価手法のマニュアル案をもってプレテス
トを実施し、その結果を基に評価項目、評価指標等を再検討し、新たな事
業評価手法を確立するものである。前年度の調査と本年度の調査の検討
を重ねて一定の成果を得ることとしているものであり、履行期間の短縮、経
費の節減、円滑かつ適切な事業の実施を確保するうえで、前年度の事業
実施者以外に行わせることが不利と認められ、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

849
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

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
前田　直登
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月24日 96,000,000
　企画競争を行い、選定委員会において当該業者の企画案を選定したこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

850 （財）水利科学研究所
荒廃現況調査（水土保全機能事
業評価指針策定調査）

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

平成17年9月1日 4,430,000

本業務は、昭和５９年度から実施している水土保全機能強化総合モデル
事業効果調査により得られた調査データについて、今後の水源地域の効
率的な整備に資することを目的として、平成１３年度より調査データの整理
及び解析を行い、平成１７年度に最終的なとりまとめ及び水土保全施設の
効率的な事業の評価手法を検討を実施することとしている。このため、本
業務は長期間の調査データの蓄積及び検討を重ねて一定の成果を得るこ
ととしているものであり、その過程で蓄積された経験・知見・技術等をもっ
て、はじめて一連の事業が効率的かつ合理的に行えるものである。このた
め、競争又は企画競争に付することが不利と認められ、会計法第２９条の
３第４項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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851
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度治山事業積算基準
分析調査（積算体系化）

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

平成17年9月2日 3,440,000

　本調査は、「ユニットプライス型積算方式」と「森林土木工事における工
事・工種の体系化」について共通の考え方をもって調査、解析及び検討を
行う必要があることから、契約の履行に特殊な技術を要する調査であり、
当法人は、所要の専門的知識及び技術を有するとともに、本調査を継続実
施してきた過程で得られた知見を活用できることから、特定の者と契約しな
ければ契約の目的を達することができないものと認められ、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

852 （社）日本森林技術協会
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
前田　直登
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年9月2日 6,910,000

本業務は、森林の水源かん養機能を高度に発揮させるための土木工法と
森林の整備手法についての基準化に資するための調査を昭和５９年度か
ら実施しているものである。このため、本業務は長期間の調査データの蓄
積及び検討を重ねて一定の成果を得ることとしているものであり、その過
程で蓄積された経験・知見・技術等をもって、はじめて一連の事業が効率
的かつ合理的に行えるものである。このため、競争又は企画競争に付する
ことが不利と認められ、会計法第２９条の３第４項の「契約の性質又は目的
が競争を許さない場合」に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

853
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度治山工事施工実態
分析調査（森林整備等の歩掛調
査）

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

平成17年9月21日 4,380,000

本調査は、平成１５年度から平成１７年度の期間において、森林整備の標
準歩掛を制定するため、森林整備に関する施工実態調査のデータを収
集、追加調査、調査解析、とりまとめを行っているものであり、事業の特殊
性及び継続事業で、前年度まで事業を実施した者に行わせた場合、履行
期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有
利と認められ、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

854
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

火山地域治山計画樹立調査

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

平成17年12月8日 14,324,000

　国有林野には多数の活動中の火山が存在している。これらの火山地域
では、平成12年に噴火した有珠山や三宅島の火山活動を契機に、関係行
政機関等に対し火山地域の観測・研究、情報連絡及び避難態勢の整備と
併せ、火山地域における防災対策の強化が求められており、火山性地震、
火山噴火に起因する泥流対策等の二次災害防止についての対策強化が
重要な課題となっている。
　一般に火山災害は、被害が広範囲に及ぶとともに火山活動の長期化が
予想されることから、被害状況に応じた工種・工法を研究し、より効果的な
防災計画を樹立することが必要となってくる。
　このため、国有林野に存在する火山のうち、現在活動中又は過去におい
て特に甚大な被害を与えた火山被害の状況、現在までの治山対策（主に
施設整備系の事業）及びその効果等を調査・分析し、今後の火山地域にお
ける効率的・効果的な治山計画の指標を作成することによって、火山活動
による被害の軽減及び二次災害の未然防止等を図るため本調査を実施す
る。
　契約の相手方は、治山施設の設計等に専門的な知識を有した森林部門
の技術士（森林土木）を全国各地の支所等に配置していることから、国有
林を管轄する森林管理局単位で地形、地質、気象等の異なる幅広い情報
の収集ができ、かつ検討能力がある。
　また、泥流や土石流発生等のシュミレーション的な実験等ができる研究
所を有し、高度な研究体制が整っており、これまでにも治山技術基準等の
改正に関する調査実績がある者であることから、会計法第29条の3第４項
に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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855 （社）日本森林技術協会
火山地域治山計画（植生回復）
樹立調査

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

平成17年12月21日 4,776,000

　国有林野内の火山地域において、火山活動による荒廃裸地における山
腹緑化工の課題として、土壌をはじめとする環境条件の極めて悪い崩壊地
に対して、いかに早期かつ確実に植生を回復させるか、そして、植生による
地表の浸食防止、表層崩壊防止等の高い防災機能を発揮させるかが、重
要な課題となっている。
　このため、国有林野に存在する火山のうち、現在活動中又は過去におい
て特に甚大な被害を与えた火山被害の状況、現在までの治山対策（主に
森林整備系の事業）及び植生回復の過程等を調査・分析し、今後の火山
地域における早期かつ効果的な森林整備等による森林回復のための治山
計画の指標を作成し、火山活動による被害の軽減及び二次災害の未然防
止等を図るため本調査を実施する。
　契約の相手方は、治山施設の設計等及び森林整備の手法に専門的な知
識を有した森林部門の技術士（森林環境・林業・森林土木）を全国各地の
事務所等に配置していることから、国有林を管轄する森林管理局単位で地
形、地質、気象等の異なる幅広い情報の収集ができ、かつ検討能力があ
る。
　また、現在までの治山対策及び植生回復の過程等の分析を行い、今後
の早期かつ効率的な森林回復のための治山計画を検討することから、リ
モートセンシング技術等に精通しており、かつ緑化計画に関する調査実績
がある者であることから、会計法第29条の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

856 富士ゼロックス（株） 印刷機の賃貸借及び保守契約

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

平成17年4月1日 2,517,127
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

857 富士ゼロックス（株） 印刷機の賃貸借及び保守契約

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

平成17年4月1日 1,704,512
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

858 （社）日本林業協会
平成17年度森林及び林業の動
向及び平成18年度森林及び林
業施策の編集支援業務

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3月10日 2,588,250

国民に分かりやすい白書とするため、事前に編集企画を行い、図表、イラ
スト等を含めた作業を進める必要があることから、単に契約金額の水準の
みならず、その能力水準を見極める必要があるため、一般競争になじま
ず、企画競争を行いも選定委員会において当該事業者の企画案を選定し
たことから、会計法第２９条３第4項に該当するため

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

859 （社）森林保険協会 森林国営保険チラシの作成

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17年6月9日 749,700
会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条第２号（２社見積
もり）

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

860 （社）森林保険協会
森林国営保険パンフレットの作
成

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17年6月9日 2,496,585
会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条第２号（２社見積
もり）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

861 （社）森林保険協会
損害てん補に係る現地調査手法
の合理化に関する委託調査

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

平成17年6月9日 14,200,000

保険金の支払いに必要な保険価額及び損害額を算出する簡易な調査方
法を開発する事業のため、一般競争になじまないことから企画競争契約を
実施し、その報告を基に選定することから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）
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862
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

林道等における効果的な舗装方
法の検討に関する調査の委託

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

平成17年11月24日 2,156,000

   国有林林道は、急勾配な未舗装路線が多いことから、台風等の災害に
より、路面浸食、路体の流亡等の被害が多発している実態にあるため、路
面の維持管理コストの増大を招いている。これを解消するため、簡易な舗
装方法及び舗装コストと維持管理コストとのバランスの検討を行い、災害
に強く、維持管理コストの低減を図る林道設計に資するため本調査を実施
するものである。
　契約の相手方は、林道の調査・測量・設計の専門的な知識を有した技術
士（森林土木）を全国各地の支所等に配置していることから、国有林を管
轄する森林管理局単位で地形、地質、気象等の異なる幅広い情報の収集
ができ、かつ検討能力がある。
　また、維持管理コストの縮減工法に関する新手法等について、シミュレー
ション的な実験等ができる研究所を有し、高度な研究体制が整っており、こ
れまでにも林道規定、林道技術基準等の改正に関する委託調査の実績が
ある者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

863 （社）日本森林技術協会
平成17年度空中写真撮影事業
の請負契約に係る撮影成果品の
検査業務一式

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

平成17年5月19日 9,124,290

本検査業務については、空中写真撮影の基礎知識のみならず、森林地帯
における写真測量や写真判読に関する高度な知識や経験を要し、検査に
基づき第三者的な立場で、適切な成果を納めるよう撮影業者を指導する必
要がある。このような高度な知識や経験を有し、第三者的な立場で撮影業
者に対し指導を行える者は日本森林技術協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

864 （社）日本森林技術協会
平成17年度国有林GIS数値基本
図データ検査業務

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

平成17年6月6日 15,878,521

本業務は、既存の森林に関する地図と森林に関する地図の数値化作業の
両方に関する知見及び経験に基づく特殊な判断が必要であるとともに、数
値化の精度の一貫性を確保しつつ数値基本図作成業者に対し中立的な立
場で検査・指導を行うことが必要である。このような知識や経験を有し、中
立的な立場で検査・指導を行なえる者は日本森林技術協会以外にはなく、
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

865 （社）日本森林技術協会
平成１７年度空中写真撮影成果
品の状態に関する調査

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

平成17年8月9日 5,020,567

本業務は、約50年前からこれまで撮影されてきた国有林野等の空中写真
成果品について、保管管理及び常に使用できる状態を維持し、劣化の状
態に応じた適切な対応策を検討するための成果品の状態調査であり、極
めて特殊である劣化した空中写真の判読技術が必要である。日本森林技
術協会は、空中写真に関する技術を構築し、その普及や成果品の検定業
務に従事してきた唯一の機関であり、競争を許さないことから、会計法第
29条の３第4項に該当するものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

866 （社）日本森林技術協会
国有林GISを活用した希少動植
物データベースの構築に関する
調査業務

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

平成17年12月1日 19,055,465

本事業は、希少動植物に関する知識を国有林の管理経営に活用すること
として国有林GISと連携した希少動植物のデータベースを構築する際の情
報収集、整理、管理技術の指針及びデータベースの基本構想を策定する
ものであるが、これまで、このようなデータベース化や、これらにかかる森
林GISの活用方法については例がないとともに、技術が確立されていな
い。
したがって、本業務を行う相手方については、国有林野内における希少種
に関する膨大な情報について、その中から情報の質・内容を客観的に判断
できる程度の知見を有しているとともに、森林GISを活用した情報処理技術
及び国有林GISに関する先導的な知見及び技術が備わっている機関であ
ることが不可欠である。
（社）日本森林技術協会は、森林・林業に関する調査・研究の専門機関で
あり、希少種に関する多くの調査を行っておりデータを蓄積しているととも
に、本事業で必要とされるGISに関する高度な技術・知見を有する唯一の
機関である。したがって、会計法第29条の３第4項に基づき随意契約を行う
ものである。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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867
独立行政法人森林総合
研究所

平成１７年度1989年末森林現況
図作成事業

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

平成17年9月20日 119,982,000

本事業は、京都議定書に定められた二酸化炭素の吸収・排出量の算出基
礎となる基準年における森林区分を客観的に証明するため、基準年当時
の空中写真のデジタルオルソを基にした国有林分の森林現況図の作成に
ついて、その作成にかかる技術開発を行いつつ実施するものである。
広域的な森林現況図の作成及び精度評価についてはこれまで例がなく、
国際的に認知され得る精度であること等が求められることから、極めて特
殊で専門的な業務となっている。（独）森林総合研究所は、森林・林業に関
する調査・研究の専門機関であり、本事業で必要とされる高度な技術・知
見を有する唯一の機関であり、本事業の性格上競争を許さないことから、
会計法第29条の３第4項に該当するものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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868 （財）林野弘済会 「林野時報」の購入

支出負担行為担当官
林野庁長官　前田直登
（東京都千代田区霞が
関１－２－６）

平成17年4月1日 9,984,000 「版権」を所有しているため
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

869 富士ゼロックス（株） 印刷機の賃貸借及び保守契約

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

平成17年4月1日 4,400,702
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

870 富士ゼロックス（株） 印刷機の賃貸借及び保守契約

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

平成17年4月1日 1,152,964
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

871 富士ゼロックス（株） 印刷機の賃貸借及び保守契約

分任支出負担行為担当
官
森林技術総合研修所長
上河　潔
（東京都八王子市廿里
町１８３３－９４）

平成17年4月1日 390,600 会計法第２９条の３第５項
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

保守料：単価契
約

872 （財）林野弘済会
研修教材の購入
(1,020冊)

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月22日 1,992,778

当該研修教材は(財)林野弘済会が発行しており、森林・林業及び国有林野
事業に密接に関連した内容となっており、研修教材として最も適したもので
あり、他にこれ以上の教材は見当たらず、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

873 （社）日本森林技術協会
空中写真の購入
（林野庁撮影分、4,424枚）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成18年2月27日 6,369,470
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

874 （社）日本森林技術協会
希少種イトウの生息環境づくりの
渓畔林施業技術確立に関する調
査委託業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年5月23日 1,996,050
河川生態系と魚類と森林の関係などの高い知見を有すること、調査での高
い技術を必要とすることから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

875 （社）日本森林技術協会
日高南部地域等における森林生
態系保全・再生対策事業調査委
託業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月28日 2,734,200
野生動植物の移動実態や森林施業との因果関係等の把握に努めなけれ
ばならず、林学・生態学等について学術的見地を有するものとの契約が必
要なことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

876 （社）日本森林技術協会
平成１７年度支笏・無意根緑の
回廊整備に関するモニタリング
調査委託業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年7月1日 4,764,900

緑の回廊に関する調査を平成１４年度から継続して受託するなど実績があ
り、適正で継続的な調査が期待できる。「緑の回廊」に関する知識を有して
いるとともに、多様な動植物の調査に必要とする高度な専門的知識及び経
験を有している。国有林の地理的状況に精通し、期限内に報告できる体制
にある。
根拠法令　会計法２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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877 （社）日本森林技術協会
平成１７年度知床における森林
生態系保全・再生対策事業調査
委託業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年7月1日 5,898,900

平成１５年度から知床における植生回復措置とモニタリング実施に向けて
の調査・検討に初年度から携わっており、適正で継続的な調査が期待でき
る。過去にも同地域で類似の調査をするなどの実績があり、同地域の状況
等を熟知している。特殊性の高い調査（森林の専門的調査、エゾシカの専
門的調査等）に関する高度な専門的知識及び経験を有している。
根拠法令　会計法２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

878 （社）日本森林技術協会
平成１７年度知床半島緑の回廊
の整備に関するモニタリング調
査委託業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年7月1日 5,996,550

緑の回廊に関する調査を平成１４年度から継続して受託するなど実績があ
り、適正で継続的な調査が期待できる。「緑の回廊」に関する知識を有して
いるとともに、多様な動植物の調査に必要とする高度な専門的知識及び経
験を有している。国有林の地理的状況に精通し、期限内に報告できる体制
にある。
根拠法令　会計法２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

879 （社）日本森林技術協会
大雪、日高緑の回廊保全・整備
計画策定等に関する調査委託業
務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月20日 6,010,200

これまでにも、緑の回廊の保全・整備計画策定等に関する調査やモニタリ
ング調査について受託するなど実績があり、適正で継続的な調査が期待
できる。「緑の回廊」に関する知識を有しているとともに、多様な動植物の
調査に必要とする高度な専門的知識及び経験を有している。国有林の地
理的状況に精通し、期限内に報告できる体制である。
根拠法令　会計法２９条の３第４項　予決令第１０２条の４第３項

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

880 （社）日本森林技術協会
知床世界遺産保全緊急対策事
業（河川工作物影響評価）委託
業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年7月7日 20,299,650

（１）知床の世界自然遺産登録に当たって、サケ科魚類への河川工作物に
よる影響とその対策について検討するよう勧告されており、早急に河川工
作物の影響評価手法の確立ならびに同手法に基づく影響評価を行う必要
があること。
（２）事業の遂行に当たって、知床半島の自然条件・地理条件及び河川工
作物の設置個所ならびに設置数等についての知見を有する者である必要
があること。
（３）影響評価手法を確立し、それに基づく影響評価について、平成１８年３
月上旬までの短い期間で完了する必要があること。
根拠法令　会計法２９条の３第４項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

881 （財）林野弘済会
運動機能検査業務委託の単価
契約

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年9月1日 2,705,392

運動機能検査の委託については、検査の実施から検査結果の帳票作成ま
での内容であり、検査の実施には専門的知識と経験が必要であり、また、
帳票作成には、専用プログラムを用いているため、検査の実施及び帳票作
成に十分な能力と経験を有する機関は当該機関しかなく、競争を許さない
ことから、会計法第２９条第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

882
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

日高管内治山事業全体計画調
査業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年9月8日 3,465,000

当該計画作成業務を行う国有林野は、周辺流域の最上流部に位置し、治
山・治水の対策、環境対策を行う上で最も重要とされる地域である。従っ
て、調査項目を精度の高い技術で分析した上で、森林及び渓流の景観・生
態系への配慮、事業評価の基礎となる費用対効果、全国レベルで両立さ
せた治山施設の配置計画が必要とされ、このような業務の遂行は、高度な
調査分析技術、山間奥地における各種調査・研究の蓄積と応用能力を有
する者に限られることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

883
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

14線沢治山事業全体計画調査
業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年9月8日 5,250,000

当該計画作成業務を行う国有林野は、周辺流域の最上流部に位置し、治
山・治水の対策、環境対策を行う上で最も重要とされる地域である。従っ
て、調査項目を精度の高い技術で分析した上で、森林及び渓流の景観・生
態系への配慮、事業評価の基礎となる費用対効果、全国レベルで両立さ
せた治山施設の配置計画が必要とされ、このような業務の遂行は、高度な
調査分析技術、山間奥地における各種調査・研究の蓄積と応用能力を有
する者に限られることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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884
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

川見の沢治山事業全体計画調
査業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年9月8日 7,350,000

当該計画作成業務を行う国有林野は、周辺流域の最上流部に位置し、治
山・治水の対策、環境対策を行う上で最も重要とされる地域である。従っ
て、調査項目を精度の高い技術で分析した上で、森林及び渓流の景観・生
態系への配慮、事業評価の基礎となる費用対効果、全国レベルで両立さ
せた治山施設の配置計画が必要とされ、このような業務の遂行は、高度な
調査分析技術、山間奥地における各種調査・研究の蓄積と応用能力を有
する者に限られることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

885
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

幌加二の沢治山事業全体計画
調査業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年9月8日 9,555,000

当該計画作成業務を行う国有林野は、周辺流域の最上流部に位置し、治
山・治水の対策、環境対策を行う上で最も重要とされる地域である。従っ
て、調査項目を精度の高い技術で分析した上で、森林及び渓流の景観・生
態系への配慮、事業評価の基礎となる費用対効果、全国レベルで両立さ
せた治山施設の配置計画が必要とされ、このような業務の遂行は、高度な
調査分析技術、山間奥地における各種調査・研究の蓄積と応用能力を有
する者に限られることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

886
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

森林整備事業工事費積算プログ
ラム追加業務委託

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月24日 4,462,500

工事費積算等設計事務については、各種の国有林野に関する知識、技
術、通達、規則などのほか、森林整備事業設計積算要領等の森林土木分
野に関する知識、技術及び経験を必要とするものであり、これらの能力を
有し、かつ、当該プログラムの開発者であることから、会計法第29条の3第
4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

887 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務委託（札幌支所分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 12,517,050

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

888 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務委託（帯広支所分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 7,616,700

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

889 （財）林野弘済会
官庁会計事務データ通信システ
ム端末機入力等会計事務補助
業務

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 12,880,160
本業務については、会計法及び規程等を熟知している必要があり、また、
国有林野事業の業務全般に亙り精通している必要があるため相手が限ら
れ会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

890 （財）林野弘済会
公務災害補償事務補助委託業
務（函館）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 2,377,620
本業務については、国家公務員災害補償法及び規程等を熟知している必
要があり、また、国有林野事業の業務全般に亙り精通している必要がある
ため相手が限られ会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

891 （財）林野弘済会
自動車損害賠償責任保険料
（３９台分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年8月5日 1,185,860
自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

892 富士ゼロックス（株）
ファクシミリ保守料
（１８台分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 9,931,785
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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893 富士ゼロックス（株）
複写機保守料

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 9,902,933
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

894 富士ゼロックス（株）
電子複写機（カラー）保守料

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年4月1日 3,699,670
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

895 （財）林野弘済会 研修教材の購入

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成18年3月7日 1,936,197

当該研修教材は(財)林野弘済会が発行しており、森林・林業及び国有林野
事業に密接に関連した内容となっており、研修教材として最も適したもので
あり、他にこれ以上の教材は見当たらず、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

896 （財）林野弘済会 自動車損害賠償責任保険料

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成18年3月2日 1,791,140
自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

897 （財）林野弘済会 自動車損害賠償責任保険料

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成18年3月2日 2,581,750
自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

898 （財）林野弘済会 給与袋外の購入

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成18年2月24日 573,300
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

899 （財）林野弘済会
造林用苗木の購入
（ﾏｶﾊﾞ２号、2,500本）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年5月17日 304,500
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

900 （財）林野弘済会
殺鼠剤の購入
（ﾘﾝｶ亜鉛1%、348kg）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月25日 623,259
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

901 （財）林野弘済会
プロセスカートリッジの購入
（１個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年12月2日 35,385
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

902 （財）林野弘済会
インクカートリッジ
（４０個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年12月2日 87,885
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。
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903 （財）林野弘済会
インクカートリッジ
（８５個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年12月2日 83,527
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

904 （財）林野弘済会
ウィンドガード購入
（保安帽用、２５個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年12月9日 70,875
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る

905 （財）林野弘済会
道具袋購入
（４個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年12月9日 34,398
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る

906 （財）林野弘済会 土地売払いのチラシ印刷

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月11日 277,200
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第７号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る

907 （財）林野弘済会 土地売払いのチラシ印刷

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（北海道札幌市中央区
宮の森3条7丁目70）

平成17年10月11日 277,200
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第７号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る

908 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南９条西
２３丁目１－１０）

平成17年5月25日 4,531,194
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

909 （財）林野弘済会
昭和の森野幌自然休養林清掃
作業

分任支出負担行為担当
官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南９条西
２３丁目１－１０）

平成17年4月25日 1,165,500
本業務は、野幌自然休養林の管理清掃する業務であり、希少な野生生物
も多く、清掃時にこうした生物に損傷を与えないため、植生等の専門的な
知見や能力を有する（財）林野弘済会と契約した。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

910 （財）林野弘済会 森林の家管理運営委託業務

分任支出負担行為担当
官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南９条西
２３丁目１－１０）

平成17年4月25日 1,176,000
本業務は、森林の家を管理する業務であり、外部からの来訪者を適切にガ
イドできるための専門的な知見や能力を有する（財）林野弘済会と契約し
た。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

911 富士ゼロックス（株） 平成１７年度複写機保守契約

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年4月1日 1,228,620
現在保有する複写機の製造メーカーで、機械保守及び消耗品の供給契約
を結んでおり、メーカー保証等履行中の契約者以外の者に履行させること
が不利であることから会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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912
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

鹿島林道外３線災害復旧測量・
設計業務請負代

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年6月6日 1,260,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

913
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

下夕張林道外２線災害復旧測
量・設計業務請負代

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年9月22日 1,323,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

914 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約代

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年5月19日 2,545,206
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

915 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約代

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年9月22日 14,070,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

916 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約代

分任支出負担行為担当
官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市３条東１７丁
目３４番地）

平成17年10月25日 13,653,799
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

917 （財）林野弘済会
収穫調査委託契約代金（胆振東
部森林管理署）

分任支出負担行為担当
官
胆振東部森林管理署長
松本　廣
（白老郡白老町日の出
町３－４－１）

平成17年5月9日 7,328,014
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

918 富士ゼロックス（株）
電子複写機保守料金（胆振東部
森林管理署）

分任支出負担行為担当
官
胆振東部森林管理署長
松本　廣
（白老郡白老町日の出
町３－４－１）

平成17年4月1日 1,059,796
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

919 （社）林道安全協会 林道安全標識代金

分任支出負担行為担当
官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（白老郡白老町日の出
町３－４－１）

平成18年3月15日 638,400
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る
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920 （社）林道安全協会 林道表示板代金

分任支出負担行為担当
官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（白老郡白老町日の出
町３－４－１）

平成18年3月23日 1,360,800
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

分割購入しているので今後
は集中調達を行い、２人以
上の者から見積書を徴取す
る

921
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

総主別２号線林道外２線災害復
旧測量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年6月3日 5,565,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

922
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

ホロナイ林道外２線災害復旧測
量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年9月21日 6,195,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

923 （財）林野弘済会
滝の沢支線林道外１線災害復旧
測量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年6月3日 5,775,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

924 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年8月12日 11,878,415
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

925 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年9月1日 3,342,013
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

926 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成18年2月16日 1,260,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

927 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守料金

分任支出負担行為担当
官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町
栄町２丁目東２丁目２５
８の３）

平成17年4月1日 1,296,595
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

928 （財）林野弘済会
収穫調査一式（予定数量　
5,876m3）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年6月2日 6,034,401
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

929
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

高見林道外８線災害復旧測量・
設計業務請負契約代金（日高南
部森林管理署分）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年6月7日 8,610,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

930 （財）林野弘済会
収穫調査一式（予定数量　
21,178m3）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年6月27日 14,090,236
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

931 （財）林野弘済会
収穫調査一式（予定数量　
9,969m3）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年9月27日 4,860,693
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

932
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

ヌモトル林道外２線災害復旧測
量・設計業務請負契約代金（日
高南部森林管理署分）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年10月3日 3,675,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

933 （財）林野弘済会
収穫調査一式（予定数量　
9,266m3）

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年12月21日 8,874,521
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

934 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年6月7日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

935 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年7月11日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

936 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年10月14日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

937 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年11月1日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

938 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年11月14日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

939 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年11月29日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

940 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年12月8日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

941 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成17年12月26日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

942 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成18年1月10日 401,100
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。
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量
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943 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成18年2月1日 399,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

944 （財）林野弘済会 カーブミラー代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成18年2月14日 399,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

945 （財）林野弘済会 ＣＧ標識板代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成18年3月6日 1,491,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

946 （財）林野弘済会 ＣＧ標識板代金

分任支出負担行為担当
官
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町
緑町５－６－５）

平成18年3月20日 1,407,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

947 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（天塩郡天塩町新栄通６
丁目）

平成18年2月16日 4,921,638
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

948
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度老楽林道外４路線
災害復旧測量設計業務

分任支出負担行為担当
官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（天塩郡天塩町新栄通６
丁目）

平成17年6月21日 2,394,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

949 （財）林野弘済会 製品生産事業検知請負

分任支出負担行為担当
官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（天塩郡天塩町新栄通６
丁目）

平成17年11月9日 1,327,269

本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、検知
等の専門的知見、十分の能力と経験を有する機関は（財）林野弘済会旭川
支部以外にはなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

950 （財）林野弘済会 収穫調査外部委託

分任支出負担行為担当
官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4-3-8）

平成17年4月13日 3,067,159
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の
機関であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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951 （財）林野弘済会
小川林道外５路線災害復旧・設
計業務

分任支出負担行為担当
官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4-3-8）

平成17年6月16日 2,352,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

952 （財）林野弘済会
ポンルル２号支線作業道格上げ
測量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4-3-8）

平成17年11月9日 1,575,000
本業務については、降雪までの短期間での測量業務外である。この地区
の地形、林道規定も熟知しており、またこれまでの実績も多く、短期間で業
務完了が見込める者であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

953 （財）林野弘済会 収穫調査外部委託

分任支出負担行為担当
官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4-3-8）

平成18年3月2日 2,602,097
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の
機関であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

954 （財）林野弘済会
平成１７年度収穫調査業務委託
事業

分任支出負担行為担当
官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（上川郡下川町緑町21
番地4）

平成17年4月15日 4,535,541
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

955 （財）林野弘済会
平成17年度収穫調査業務委託
事業

分任支出負担行為担当
官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（上川郡下川町緑町21
番地4）

平成17年6月2日 4,231,556
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

956 （財）林野弘済会
平成17年度仁尾川林道外１路線
災害復旧測量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（上川郡下川町緑町21
番地4）

平成17年6月15日 1,092,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

957 （財）林野弘済会
平成17年度南丘地区施行地調
査業務

分任支出負担行為担当
官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（上川郡下川町緑町21
番地4）

平成17年8月2日 2,457,000
この事業は高度の専門的知識・技術及び経験を必要とすることから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

958 （財）林野弘済会
平成１７年度　収穫調査委託事
業

分任支出負担行為担当
官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央１丁目２番
７号）

平成17年4月28日 11,430,640
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

959
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度　利尻島治山事業
検討調査委託代

分任支出負担行為担当
官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央１丁目２番
７号）

平成17年9月20日 3,623,550

本業務については、治山事業予定箇所の現地把握等を行う業務であり、
秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、事業の専門的知
見、十分な能力と経験を有する機関は該当社以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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960 （財）林野弘済会
平成１７年度　収穫調査委託事
業

分任支出負担行為担当
官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央１丁目２番
７号）

平成18年2月22日 11,928,225
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

961
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

稚内裏山施設点検調査業務代
金

分任支出負担行為担当
官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央１丁目２番
７号）

平成18年3月13日 1,281,000
人家が隣接する稚内裏山（国有林）について、山腹崩壊の危険が生じたた
め、早急な対応が必要なことから、過去の調査実績等を勘案し選定した。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

962 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽３条４丁目
３番２５号）

平成17年4月6日 8,964,370
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

963
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

タツニナイ林道災害復旧測量・設
計業務

分任支出負担行為担当
官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽３条４丁目
３番２５号）

平成17年6月8日 1,449,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

964 （財）林野弘済会
製品生産事業請負　　（検知）３
号物件

分任支出負担行為担当
官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽３条４丁目
３番２５号）

平成17年6月29日 2,069,645 予算決算及び会計令第99条第23号に該当するため。
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

965 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽３条４丁目
３番２５号）

平成17年7月28日 9,170,182
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

966 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽３条４丁目
３番２５号）

平成18年1月11日 2,184,075
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

967 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（空知郡南富良野町字
幾寅）

平成17年6月16日 4,306,303
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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968 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（空知郡南富良野町字
幾寅）

平成17年7月8日 4,218,049
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

969 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（空知郡南富良野町字
幾寅）

平成17年10月13日 3,906,710
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

970
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

双珠別左２号林道外４路線災害
復旧測量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（空知郡南富良野町字
幾寅）

平成17年6月17日 4,032,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

971 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町
大通り北４丁目）

平成17年5月6日 11,664,064
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

972 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町
大通り北４丁目）

平成17年11月7日 3,866,083
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

973 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町
大通り北４丁目）

平成18年2月17日 5,536,981
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

974 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
網走西部森林管理署西
紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町
滝見町）

平成17年5月31日 20,893,699
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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975 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
網走西部森林管理署西
紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町
滝見町）

平成17年11月16日 7,583,033
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

976 （財）林野弘済会 波付加工管他

支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤 直紀
（常呂郡置戸町字置戸
398-99）

平成17年10月27日 123,468
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

977 （財）林野弘済会
収穫調査業務委託料（８１ろは・
８２は林小班）

支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤 直紀
（常呂郡置戸町字置戸
398-99）

平成17年11月21日 1,938,898
この業務は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の５の規定に基づく
指定調査機関である必要があり、他に指定された機関がないことから会計
法第２９条第２９条の３第４項に該当するため、。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

978 （財）林野弘済会
収穫調査業務委託料（佐呂間森
林事務所部内）

支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤 直紀
（常呂郡置戸町字置戸
398-99）

平成18年2月10日 6,203,782
この業務は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の５の規定に基づく
指定調査機関である必要があり、他に指定された機関がないことから会計
法第２９条第２９条の３第４項に該当するため、。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

979
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

飽別白水林道外９林道（１２箇
所）の災害復旧計画に係る業務

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年6月27日 3,045,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

980
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

徹別林道外５路線災害復旧測
量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年10月14日 1,638,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

981 （財）林野弘済会
弟子屈地区（その２）林道維持修
繕工事

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年7月15日 4,578,000
本工事については、林道の維持・修繕を行う工事であり、現に履行中の工
事に追加して行うことが必要な工事であり、現に履行中の者であることか
ら、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

982 （財）林野弘済会
釧路地区（その２）林道維持修繕
工事

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年7月15日 4,641,000
本工事については、林道の維持・修繕を行う工事であり、現に履行中の工
事に追加して行うことが必要な工事であり、現に履行中の者であることか
ら、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

983 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年8月11日 7,324,766
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

984 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年11月17日 4,415,265
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

985 （財）林野弘済会
製品生産事業請負契約（数量調
査業務事業）

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年6月6日 1,899,021

この業務は、素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的な技術
と経験を必要とする技術者を有する必要があり、十分な実施能力のある機
関は（財）林野弘済会以外にはなく、競争を許さないことから、会計法２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

986 （財）林野弘済会
製品生産事業請負契約（数量調
査業務事業）

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年7月21日 3,826,684

この業務は、素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的な技術
と経験を必要とする技術者を有する必要があり、十分な実施能力のある機
関は（財）林野弘済会以外にはなく、競争を許さないことから、会計法２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

987 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務の委託契約(維持管理業
務）

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年10月24日 2,100,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査をおこなうものであり、国有林林道の規格構造に精通し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

988 （財）林野弘済会 国有財産（土地）用地確定

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年5月9日 126,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

989 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 423,360
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

990 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 305,760
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。
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991 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 393,750
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

992 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 472,500
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

993 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 341,250
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

994 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 236,250
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

995 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 341,250
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

996 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 210,000
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

997 （財）林野弘済会 重機等賃貸料

分任支出負担行為担当
官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町６
番１８号）

平成17年12月26日 498,750
会計法第２９条の３第５項
予決令第９９条７号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

998 （財）林野弘済会
平成１７年度根室地区林道（そ
の２）維持修繕工事

分任支出負担行為担当
官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（標津郡標津町南２条西
２丁目１番９号）

平成17年7月14日 3,853,500
本工事については、林道の維持・修繕を行う工事であり、現に履行中の工
事に追加して行うことが必要な工事であり、現に履行中の者であることか
ら、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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999 （財）林野弘済会
製品生産事業請負契約　　　数
量調査業務

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年4月19日 2,837,360
国有林野事業の経営上、素材の生産を実施する必要から、実施する業務
には特定の技術を要するため、随意契約とする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1000 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年5月12日 23,427,693
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1001 （財）林野弘済会
製品生産事業請負契約　　　数
量調査業務

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年6月28日 3,375,955
国有林野事業の経営上、素材の生産を実施する必要から、実施する業務
には特定の技術を要するため、随意契約とする。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1002 （財）林野弘済会 選木調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年7月11日 17,898,979
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1003 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年9月20日 17,179,565
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1004 （財）林野弘済会
造林事業設計業務等条件調査
業務委託契約

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年10月25日 1,017,450
造林関係調査設計業務を外注する場合は、高度の専門的知識・技術及び
経験を必要とするため、調査設計業務の内容に従い、適当と認められる資
格者を有する会社等を選定することが得策である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1005 （財）林野弘済会
製品生産事業請負契約　　　数
量調査業務

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年8月25日 7,050,412
国有林野事業の経営上、素材の生産を実施する必要から、実施する業務
には特定の技術を要するため、随意契約とする。会計法第２９条の３第４
項　予算決算及び会計令第102条の4第３号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1006 （財）林野弘済会 選木調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年11月24日 10,763,600
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1007
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

林道災害復旧工事測量設計（ポ
ン稲牛林道外７線）

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年6月21日 4,011,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1008
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

芽登川林道外５路線災害復旧測
量・設計業務

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年10月5日 2,478,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1009
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

陸別林道外１林道災害復旧工
事・測量設計業務

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成18年2月2日 2,121,000
当年度発生した台風災害箇所の林道災害復旧を緊急に行うための業務で
あり会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1010 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守料金

分任支出負担行為担当
官
十勝東部森林管理署長
酒井　　彰
（北海道足寄郡足寄町
北３条２丁目３－１）

平成17年4月1日 1,382,186
富士ゼロックス㈱が製造・販売しており、北海道において保守を行えるの
は同社しかなく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1011 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（十勝西部森林管理署　
帯広市東９条南１４丁
目）

平成17年5月25日 7,224,892
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1012 （財）林野弘済会
平成１７年度十勝西部森林管理
署（検知　請負契約）委託業務

分任支出負担行為担当
官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（十勝西部森林管理署　
帯広市東９条南１４丁
目）

平成17年9月8日 1,860,208

本業務については、製品（丸太）の本数・蓄積量の把握等を行う業務であ
り、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、日本農林規格
に基づく調査等の専門的知見、十分な能力と経験を有する２機関以外には
なく、契約の性質上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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1013 （財）林野弘済会
平成１７年度十勝西部森林管理
署（選木調査委託契約）業務

分任支出負担行為担当
官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（十勝西部森林管理署　
帯広市東９条南１４丁
目）

平成17年11月21日 1,795,456
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1014
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度十勝西部森林管理
署（梅の沢林道外９林道１１箇所
災害復旧計画請負業務）

分任支出負担行為担当
官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（十勝西部森林管理署　
帯広市東９条南１４丁
目）

平成17年6月13日 2,268,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）
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1015 （社）林道安全協会

平成１７年度十勝西部森林管理
署（国有林野林道等の交通安全
管理業務委託契約）（維持管理
業務）

分任支出負担行為担当
官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（十勝西部森林管理署　
帯広市東９条南１４丁
目）

平成17年10月28日 2,016,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査をおこなうものであり、国有林林道の規格構造に精通し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1016
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

パンケキナウシ林道外６線災害
復旧測量・設計業務委託代金

支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署大
雪支署長
山崎　敬嗣
（北海道河東郡上士幌
町字上士幌東３線２３１）

平成17年6月17日 1,701,000
５月融雪により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1017
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

糠平川林道外６線災害復旧測
量・設計業務請負代

支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署大
雪支署長
山崎　敬嗣
（北海道河東郡上士幌
町字上士幌東３線２３１）

平成17年10月7日 1,512,000
９月台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1018 （社）日本森林技術協会
平成１７年度洞爺湖・中島森林
植生回復事業

分任支出負担行為担当
官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（虻田郡倶知安町北２条
東２丁目）

平成17年6月24日 2,788,800
当該事業は、平成１５年度より実施しており、今年度の事業内容について
は、過年度の委託調査内容との関連及び調査手法等との整合性等を保つ
など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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1019
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

有珠山地区観測管理業務

分任支出負担行為担当
官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（虻田郡倶知安町北２条
東２丁目）

平成17年8月4日 3,391,500

当該事業は、平成１３年度に有珠山の地殻変動の観測のため、観測シス
テムを構築し調査を継続しているもであり、過年度の調査内容との関連性
を保つとともに、システムの保守・管理が必要であり、当該システムの開発
者であることから、会計法第29条の3項4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1020 （財）林野弘済会
平成１７年度林道災害復旧調査
に係わる事務委託

分任支出負担行為担当
官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（虻田郡倶知安町北２条
東２丁目）

平成17年5月12日 1,088,850
林道融雪災害に伴う緊急工事に係る調査設計から会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1021 （財）林野弘済会 選木調査委託

分任支出負担行為担当
官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（虻田郡倶知安町北２条
東２丁目）

平成17年9月14日 2,242,720
当該委託調査は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の５の規定に
基づく指定調査機関であることが必要であり、他に指定機関がないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1022 （財）林野弘済会
平成１７年度造林事業予定地の
委託条件調査業務

分任支出負担行為担当
官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（虻田郡倶知安町北２条
東２丁目）

平成17年10月21日 1,312,500
当該委託調査は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の５第１項に
該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1023 （財）林野弘済会
数量調査（女男の沢誘導伐）請
負代

分任支出負担行為担当
官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（檜山郡厚沢部町緑町
162-28）

平成17年12月26日 1,128,724
本調査については、予定価格が少額であり、事業経営上の特別の必要に
基づくものであるため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1024
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

湯の里地区治山事業実施測量
設計業務請負代

分任支出負担行為担当
官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（檜山郡厚沢部町緑町
162-28）

平成17年7月13日 3,013,500
専門的知見と十分な経験と能力を有する機関が他に無く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1025 （財）林野弘済会 収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（檜山郡厚沢部町緑町
162-28）

平成17年9月7日 3,644,162
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1026 （財）林野弘済会
平成１７年度収穫調査外部委託
契約

分任支出負担行為担当
官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町
出雲町１３）

平成17年9月28日 8,939,613
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1027 （財）林野弘済会
平成１７年度造林事業委託条件
調査

分任支出負担行為担当
官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町
出雲町１３）

平成17年10月14日 1,617,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1028 （財）林野弘済会
平成１７年度収穫調査外部委託
契約追加その１

分任支出負担行為担当
官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町
出雲町１３）

平成18年2月23日 4,285,270
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1029 （財）林野弘済会
青森ヒバの林分構造等の実態に
関する調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年5月17日 17,220,000

本調査を実施するためには、青森ヒバの樹種特性、地域性等に関する高
度の専門的知識、技術及び経験を有するとともに青森ヒバ林分の収穫調
査に精通している必要があり、これらの能力及び実績を有する機関は財　
林野弘済会以外にはなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1030 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務の委託契約代金

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年4月1日 8,894,550

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会秋田支社以外にはな
く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1031 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務の委託契約代金

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年5月10日 7,457,100

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会青森支社以外にはな
く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1032 （社）日本森林技術協会 空中写真

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成18年2月13日 6,865,650
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1033 （社）日本森林技術協会
クマタカ希少野生動物種保護管
理のための植物調査の委託調
査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年6月27日 5,775,000
既済の調査と密接不可分の関係にあり、既済の調査を実施した者以外の
者に調査をさせる場合、既済の調査の系統的な成果に支障が生ずるおそ
れがあり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1034
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山事業における自然環
境配慮ﾏﾆｭｱﾙ等作成業務
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月3日 5,670,000

　本業務は、治山事業の構想・計画・調査・実行段階において、自然環境
への配慮指針等となるべきマニュアルを整備するものであり、その実施に
あたっては、治山事業の各段階における総合的かつ高度な知見・技術を有
し、治山事業に関連した自然環境調査等の実績を有していること等が不可
欠である。また、本調査は平成16年度からの継続調査であり、契約の性
質・目的が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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1035
独立行政法人森林総合
研究所

銅山川地区地すべり解析調査
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年12月2日 4,200,000

　本業務は、これまでの地下水変動、地形・地質等のﾃﾞｰﾀを三次元ﾓﾃﾞﾙ化
のうえ、地すべり動態を解析する業務であり、実施にあたっては、地すべり
ﾒｶﾆｽﾞﾑに関する総合的知見や技術を有していること、類似調査研究の実
績を有することが不可欠であるとともに、当地区で継続して平成7年から調
査を実施しており、契約の性質・目的が競争を許さないことから会計法29
条の3の第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1036 （社）日本森林技術協会
能代海岸保安林整備調査Ⅶ
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月4日 3,885,000

　本調査は、能代海岸保安林「風の松原」において、クロマツ林の樹勢を維
持する試験施業地を設け、今後の整備方針を検討する調査である。実施
にあっては、海岸林整備について高度な知見及び技術があり、全国各地
の海岸林の調査実績を有していることが不可欠である。また、本調査は平
成12年度からの継続調査であり、契約の性質・目的が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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1037
独立行政法人森林総合
研究所

山地森林(釜淵地区)水土保全機
能調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年6月17日 2,992,500

本調査は森林施業と水流出との関係を探るための調査であり、森林総合
研修所（旧林業試験場）が当該地区に昭和１４年に量水堰等の観測施設を
自ら設置して調査を実施してきているところであり、その解析結果を利用し
ている。当該地区で継続観測を行い分析出来る者は森林総合研究所以外
に無いことから、会計法29条の3の4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1038
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

鱒淵川実施設計
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年11月7日 1,942,500
１０月に活発化した地すべり活動による災害の復旧計画を緊急に作成する
業務であり、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1039 （財）林野弘済会 素材検知業務請負

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年5月16日 33,473,500
事業経営上の必要に基づき行う製品生産事業であり、予算決算及び会計
令第９９条第２３号に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1040 （財）林野弘済会
証拠書類の照合・編集・製本の
作成補助作業委託事務

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年4月1日 16,719,451

本業務については、証拠書類の照合・編集・製本を行う業務であり、秘匿
性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また国有林野事業に精通した
経理等の専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は（財）林野弘済会
以外になく、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（歳出関係）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1041 （社）日本森林技術協会
緑の回廊整備特別対策事業（モ
ニタリング調査）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年9月14日 11,025,000

本調査を実施するためには、国有林の地理的情報をはじめ、野生動植物
の保護管理と森林施業の相互関係等多岐にわたる知識と技術、経験が求
められ、これらの能力及び実績を有する機関は社　日本森林技術協会以
外にはなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1042 （社）林道安全協会 国有林林道等の維持管理業務

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年6月3日 9,968,700

本業務は林道に維持管理業務を行うものであり、林道の規格・構造等の専
門的知見と交通安全管理活動のうえにたち行われることから(社）林道安全
協会しかなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1043 （社）日本森林技術協会 恐山山地森林総合調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年9月14日 7,035,000

本調査を実施するためには、国有林の地理的情報をはじめ、野生動植物
の保護管理と森林施業の相互関係等多岐にわたる知識と技術、経験が求
められ、これらの能力及び実績を有する機関は社　日本森林技術協会以
外にはなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1044
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

桂沢地区治山事業全体計画調
査
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年11月2日 5,985,000

　本業務は、当地区の自然的・社会的特性の現況を把握し、整備基本方針
の策定、整備目標、整備対象地・整備量の設定、事業期間の設定を行う業
務である。その実施にあたっては、治山事業における総合的かつ高度な知
見及び技術を有していること。山間奥地における全国的な水準の各種調
査・研究の実績があり、近傍における類似調査実績等が不可欠であり、契
約の性質・目的が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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1045
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

高崩地区治山事業全体計画調
査
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年11月2日 5,250,000

　本業務は、当地区の自然的・社会的特性の現況を把握し、整備基本方針
の策定、整備目標、整備対象地・整備量の設定、事業期間の設定を行う業
務である。その実施にあたっては、治山事業における総合的かつ高度な知
見及び技術を有していること。山間奥地における全国的な水準の各種調
査・研究の実績があり、近傍における類似調査実績等が不可欠であり、契
約の性質・目的が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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1046 （社）日本森林技術協会
朝日山地森林生態系保護地域
モニタリング調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年6月29日 5,029,500
既済の調査と密接不可分の関係にあり、既済の調査を実施した者以外の
者に調査をさせる場合、既済の調査の系統的な成果に支障が生ずるおそ
れがあり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1047
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

林道事業施工実態分析調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年8月22日 4,452,000

本業務は現地発生材を利用した場合の
歩掛の制定等を行うものであり、森林土木に関する専門的知見、技術、経
験を有し、本業務を的確に履行できる機関は（財）林業土木コンサルタンツ
以外はなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1048 （財）林野弘済会 素材検知業務請負

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年8月10日 2,686,399
事業経営上の必要に基づき行う製品生産事業であり、予算決算及び会計
令第９９条第２３号に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1049
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

白神山地世界遺産地域の森林
生態系モニタリング調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月4日 2,310,000
既済の調査と密接不可分の関係にあり、既済の調査を実施した者以外の
者に調査をさせる場合、既済の調査の系統的な成果に支障が生ずるおそ
れがあり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1050 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月17日 2,286,900

本業務は林道に維持管理業務を行うものであり、林道の規格・構造等の専
門的知見と交通安全管理活動のうえにたち行われることから(社）林道安全
協会しかなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1051 （財）林野弘済会
白神山地世界遺産地域における
原生的ブナ林の長期変動調査

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月4日 1,522,500
既済の調査と密接不可分の関係にあり、既済の調査を実施した者以外の
者に調査をさせる場合、既済の調査の系統的な成果に支障が生ずるおそ
れがあり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1052 （財）林野弘済会 歳入証拠書作成補助作業料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年4月1日 1,356,852

本業務については、証拠書類の照合・編集・製本を行う業務であり、秘匿
性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また国有林野事業に精通した
経理等の専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は（財）林野弘済会
以外になく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1053 （財）林野弘済会 防寒衣Ⅱ代

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年12月20日 981,960
会計法２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1054 （財）林野弘済会 防寒衣Ⅰ代

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年12月20日 539,280
会計法２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。
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1055 （社）日本森林技術協会 マナーガイド訂正用シール

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成18年2月1日 110,000
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1056 （財）林野弘済会 庁舎清掃作業一式（現庁舎）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通５丁
目9-16）

平成17年10月1日 1,010,991 　現庁舎に移転したことにより、単価契約を行った。会計法２９条の３第５項
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1057 （財）林野弘済会 収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署長
鈴木　利貴雄
(秋田県大館市上代野
字中岱3-23）

平成17年12月20日 15,285,565
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1058 （財）林野弘済会 収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署長
鈴木　利貴雄
(秋田県大館市上代野
字中岱3-23）

平成17年10月24日 14,548,302
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1059 （財）林野弘済会 収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署長
鈴木　利貴雄
(秋田県大館市上代野
字中岱3-23）

平成17年6月23日 13,469,076
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1060 （財）林野弘済会 収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署長
鈴木　利貴雄
(秋田県大館市上代野
字中岱3-23）

平成18年2月22日 6,505,033
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1061 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署上
小阿仁支署長
村岡　康博
（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中
484-2）

平成17年6月3日 16,830,341
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1062 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
米代東部森林管理署上
小阿仁支署長
村岡　康博
（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中
484-2）

平成17年10月14日 8,807,329
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1063 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
米代西部森林管理署長
北本　浩
（秋田県能代市御指南
町3-45）

平成17年7月14日 12,929,833
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1064 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
米代西部森林管理署長
北本　浩
（秋田県能代市御指南
町3-45）

平成17年11月7日 6,079,425
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1065 （財）林野弘済会 樹幹注入材購入

分任支出負担行為担当
官
米代西部森林管理署長
北本　浩
（秋田県能代市御指南
町3-45）

平成18年3月3日 1,496,250 会計法第２９条の３第５項
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1066 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
秋田森林管理署長
伊藤　勝
(秋田市河辺和田字和
田165-3）

平成17年6月16日 23,675,226
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1067 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
秋田森林管理署長
伊藤　勝
(秋田市河辺和田字和
田165-3）

平成17年11月4日 7,459,144
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1068 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
秋田森林管理署湯沢支
署長
真崎　光雄
（秋田県湯沢市千石町
2-2-8)

平成17年11月9日 2,167,736
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1069 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
秋田森林管理署湯沢支
署長
真崎　光雄
（秋田県湯沢市千石町
2-2-8)

平成17年6月23日 1,265,978
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1070 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
由利森林管理署長
佐川  邦男
（秋田県由利本荘市水
林439）

平成17年11月4日 2,200,588
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1071 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
由利森林管理署長
佐川  邦男
（秋田県由利本荘市水
林439）

平成17年6月2日 1,683,537
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1072 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査委託料

分任支出負担行為担当
官
庄内森林管理署長
丹　四郎
（山形県鶴岡市末広町
23-37）

平成17年11月22日 3,686,071
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1073 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署長
井上　幹博
（山形県寒河江市元町
1-17-2）

平成17年7月20日 1,769,773
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1074 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署長
井上　幹博
（山形県寒河江市元町
1-17-2）

平成17年10月21日 1,330,740
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1075 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署最上署
長
石上  公彦
(山形県最上郡真室川
町大字新町字下荒川
200-11)

平成17年5月20日 6,073,540
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1076 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署最上署
長
石上  公彦
(山形県最上郡真室川
町大字新町字下荒川
200-11)

平成18年2月14日 3,102,388
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1077 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署最上署
長
石上  公彦
(山形県最上郡真室川
町大字新町字下荒川
200-11)

平成17年10月20日 2,817,495
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1078 （財）林野弘済会
平成１８年度収穫予定箇所の収
穫調査委託費

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
下平 敦
（青森市篠田三丁目２２
－16）

平成17年10月24日 7,770,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1079 （財）林野弘済会 収穫調査委託費

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
下平 敦
（青森市篠田三丁目２２
－16）

平成17年8月25日 5,460,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1080 （財）林野弘済会 収穫調査の委託費

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
下平 敦
（青森市篠田三丁目２２
－16）

平成17年5月30日 4,710,344
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1081 （財）林野弘済会
平成１８年度収穫予定箇所の収
穫調査委託費

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
下平 敦
（青森市篠田三丁目２２
－16）

平成18年2月6日 1,217,787
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1082 青森県木材協同組合 国有林野の産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
下平 敦
（青森市篠田三丁目２２
－16）

平成17年11月11日 1,163,249

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1083
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

小童子川林道外災害調査設計
業務

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田2-
2-4）

平成17年7月29日 1,155,000
7月の豪雨により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業
務であり、会計法第29条の３第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1084 （財）林野弘済会 シスイエース代

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署金木支
署長
岡崎　孝次
（青森県五所川原市金
木町芦野200-498）

平成18年3月20日 2,187,255
当該物品の販売を行っているのは1者のみであることから、会計法第29条
の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

 

1085 （財）林野弘済会 環境保全舗装材940袋

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田2-
2-4）

平成17年7月5日 1,880,000
環境舗装材が、他社では同等品がなく、（財）林野弘済会が販売しており、
競争を許さないことから、会計法第２９条の３条４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1086 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署金木支
署長
岡崎　孝次
（青森県五所川原市金
木町芦野200-498）

平成17年12月6日 3,803,176
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1087 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署金木支
署長
岡崎　孝次
（青森県五所川原市金
木町芦野200-498）

平成17年6月8日 1,915,351
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1088 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署金木支
署長
岡崎　孝次
（青森県五所川原市金
木町芦野200-498）

平成17年6月1日 3,574,682

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1089 青森県木材協同組合 産物販売委託業務

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署金木支
署長
岡崎　孝次
（青森県五所川原市金
木町芦野200-498）

平成17年6月6日 1,510,954

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1090 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年4月27日 10,229,088
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1091 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年11月9日 5,498,125
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1092 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年12月7日 2,677,925
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地があ

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1093 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年6月6日 1,205,806

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1094 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年8月18日 1,244,504

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1095 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成18年1月17日 1,238,282

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1096 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成18年1月17日 1,527,419

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1097 青森県木材協同組合 産物販売委託

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年9月1日 1,083,880

国が生産した木材（丸太）について、有利な販売を進めるため、木材市況
やその動向を素早くかつ的確に把握し、集客力のある民間の木材市場を
選び、予算決算及び会計令第９９条第２４号に基づき、随意契約により販
売を委託。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1098
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

小赤川地区治山事業全体計画
調査設計業務

分任支出負担行為担当
官
下北森林管理署長
上村　清
（青森県むつ市金曲1-
4-6）

平成17年10月11日 5,355,000

本業務は、当地区の自然的・社会的特性の現況を把握し、整備基本法の
策定、整備目標、整備対象地・整備量の設定、事業期間の設定を行う業務
である。その実施にあたっては、治山事業における総合的かつ高度な知見
及び技術を有していること。山間奥地における全国的な水準の各種調査・
研究の実績があり、近傍における類似調査実績等が不可欠であり、契約
の性質・目的が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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1099 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二
番町１－２７）

平成17年12月27日 9,555,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1100 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二
番町１－２７）

平成17年7月4日 5,612,769
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1101 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二
番町１－２７）

平成17年8月3日 7,028,929
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1102
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

岩手山火山防災監視施設整備
保守業務

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成17年7月7日 18,039,000

本監視施設は「岩手山火山治山計画検討委員会（第三者含む）」で検討さ
れたものであり、平成１１年５月開催の同委員会で施設の採用が決定され
た。本施設は防災ダム工事を施工するに当たって、既設防災システムの保
守点検をおこなう特許出願中の施設であり、会計法29条の3第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1103 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成17年9月20日 4,029,202
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1104 （財）林野弘済会 シスイエース購入

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成18年2月21日 406,980
当該物品の販売を行っているのは1者のみであることから、会計法第29条
の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1105 （財）林野弘済会 シスイエース購入

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成18年2月21日 406,980
当該物品の販売を行っているのは1者のみであることから、会計法第29条
の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1106 （財）林野弘済会 緑化種子吹付請負工事

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成17年6月22日 434,910
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。
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1107 （財）林野弘済会 緑化種子吹付請負工事

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
志間　俊弘
（ 岩手県盛岡市北山2-
2-50）

平成17年6月22日 400,575
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1108 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成17年10月12日 4,040,016
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1109 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成18年1月25日 3,276,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1110
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度花巻地区治山流域
別調査業務

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成17年10月13日 16,117,500

本業務は、当地区の自然的・社会的特性の現況を把握し、整備基本法の
策定、整備目標、整備対象地・整備量の設定、事業期間の設定を行う業務
である。その実施にあたっては、治山事業における総合的かつ高度な知見
及び技術を有していること。山間奥地における全国的な水準の各種調査・
研究の実績があり、近傍における類似調査実績等が不可欠であり、契約
の性質・目的が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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1111 （財）林野弘済会 樹幹注入剤の購入

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成18年1月19日 1,483,650
会計法２９条の３第５項
予算決算及び会計令９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1112 （財）林野弘済会 樹幹注入剤の購入

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成18年2月8日 1,119,825
会計法２９条の３第５項
予算決算及び会計令９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1113 （財）林野弘済会 緑化種子外の購入

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県奥州市水沢区
東上野町12-17）

平成18年3月13日 644,175
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

1114 （財）林野弘済会 緑化種子の購入

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長
福士　始
（岩手県水沢市東上野
町12-17）

平成18年3月3日 1,596,000
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第３号

見直しの余地が
あるもの

今後は一括発注し、競争入
札に移行する。

- 193 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1115 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署遠
野支署長
佐々木 廣一
（岩手県遠野市東舘町
7-39）

平成17年7月8日 1,898,610
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1116 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署遠
野支署長
佐々木 廣一
（岩手県遠野市東舘町
7-39）

平成17年10月7日 1,711,449
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1117 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三陸北部森林管理署長
西中  美芳
（岩手県宮古市磯鶏石
崎4-6）

平成18年2月15日 8,540,944
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1118 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三陸北部森林管理署長
西中  美芳
（岩手県宮古市磯鶏石
崎4-6）

平成17年10月31日 6,353,219
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1119 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
三陸北部森林管理署長
西中  美芳
（岩手県宮古市磯鶏石
崎4-6）

平成17年6月22日 5,207,255
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1120 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町
字宇津野沢７－５）

平成17年7月27日 17,398,862
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1121 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町
字宇津野沢７－５）

平成17年10月20日 5,714,215
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1122 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
宮城北部森林管理署長
日高　瑞記
（宮城県古川市東町5-
32）

平成17年10月31日 6,744,890
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1123 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
宮城北部森林管理署長
日高　瑞記
（宮城県古川市東町5-
32）

平成18年1月16日 4,206,087
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1124 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
宮城北部森林管理署長
日高　瑞記
（宮城県古川市東町5-
32）

平成17年7月29日 1,737,793
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1125
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

七ヶ宿地区治山事業全体計画調
査設計業務

分任支出負担行為担当
官
仙台森林管理署長
池田　康久
（宮城県仙台市青葉区
東照宮1-15-1）

平成17年10月14日 4,095,000

本業務は、当地区の自然的・社会的特性の現況を把握し、整備基本法の
策定、整備目標、整備対象地・整備量の設定、事業期間の設定を行う業務
である。その実施にあたっては、治山事業における総合的かつ高度な知見
及び技術を有していること。山間奥地における全国的な水準の各種調査・
研究の実績があり、近傍における類似調査実績等が不可欠であり、契約
の性質・目的が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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1126 （財）林野弘済会
サクビ５２本
ＮＣＳ燻蒸剤３６２本

分任支出負担行為担当
官
仙台森林管理署長
池田　康久
（宮城県仙台市青葉区
東照宮1-15-1）

平成17年6月9日 1,723,050
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条２３号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1127 （財）林野弘済会
サクビ６０本
ＮＣＳ燻蒸剤４２０本

分任支出負担行為担当
官
仙台森林管理署長
池田　康久
（宮城県仙台市青葉区
東照宮1-15-1）

平成18年1月5日 1,489,845
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条２３号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1128 （財）林野弘済会
高尾森林センター多目的ホール
管理清掃業務請負

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月5日 1,543,500
一般競争入札を実施したが、応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。

その他のもの
―
（引き続き一般競争入札を実
施）

1129 富士ゼロックス（株） コピー機賃貸・保守管理

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 10,324,679
一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約で
きることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1130 （財）林野弘済会
平成17年度小笠原国有林母島
保安林改良工事

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月1日 6,951,000

当工事は原生的な植生の回復及び生態系の維持を図るための植付、除伐
等の作業であり、国有林野の事業経営上の必要に基づき行う造林事業で
あることから会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第２３号に該当する
ため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1131 （社）林道安全協会
国有林林道等交通安全管理業
務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 6,670,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会前橋支所以外にはな
く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1132
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

西荒川林道災害復旧工事調査・
設計業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月2日 1,281,000
８月の豪雨により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業
務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1133 （社）日本森林技術協会
栃木県西部山岳地地帯における
希少野生動植物生育状況調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年7月1日 4,987,500

本業務については、平成８年度より『イヌワシを主とした生育状況調査」に
おいて取りまとめたイヌワシの生息に配慮した治山事業実施上の対策を講
ずるものである。既済の調査と密接不可分の関係にあり、既済の調査等を
実施した（社）日本森林技術協会以外になく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1134
独立行政法人森林総合
研究所

宝川地区における山地森林水土
保全機能調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年7月6日 4,672,500

本調査は森林施業と水流出との関係を探るための調査であり、森林総合
研修所（旧林業試験場）が当該地区に昭和１２年に量水堰等の観測施設を
自ら設置して調査を実施してきているところであり、その解析結果を利用し
ている。当該地区で継続観測を行い分析出来る者は森林総合研究所以外
に無いことから、会計法29条の3の4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1135 （社）日本森林技術協会
東平アカガシラカラスバトサンク
チュアリー実態調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年5月31日 2,891,700

この調査は、平成１４年度から実施している事業の継続事案であり、前年
度までの事業実施が確実に履行された実績があること、また、本調査の目
的と本年度に実施予定の調査内容からみて極めて高い専門知識、技術が
求められるものであり、契約を実施できる者は（社）日本森林技術協会以
外になく会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1136 （社）日本森林技術協会
希少野生動植物種（アカガシラカ
ラスバト）保護管理対策調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年5月31日 4,154,850

この調査は、平成１４年度から実施している事業の継続事案であり、前年
度までの事業実施が確実に履行された実績があること、また、本調査の目
的と本年度に実施予定の調査内容からみて極めて高い専門知識、技術が
求められるものであり、契約を実施できる者は（社）日本森林技術協会以
外になく会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1137 （社）林木育種協会
アカガシラカラスバト等希少野生
動植物(政令指定)種保護管理
（食餌植物の増殖）事業

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月6日 3,410,000

本事業は、平成１４年度からの継続事業であり、当初に採取し、植付けを
行った食餌植物の種子が発芽し生育している状態にあり、これまでの事業
実施が確実に履行されていることから、本事業を行えるのは（社）林木育種
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1138 （社）日本森林技術協会
平成１７年度会津地域の国有林
の保全に係る調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月17日 14,784,000

この調査は、平成１６年度に実施した事業の継続事案で、前年度に引き続
き「会津地域の国有林の保全に係る調査検討委員会」で検討を行っていく
ものであり、前年度における事業実施が確実に履行された実績があるこ
と。また、本調査の目的と本年度に実施予定の調査内容からみて極めて
高い専門知識、技術等が求められるものであり、契約を実施できる者は当
該団体以外になく会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1139 （社）日本森林技術協会
平成１７年度希少野生生物の保
護と森林施業等との調整に関す
る検討委員会の開催

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年7月13日 3,496,500

この調査は、平成１６年度に実施した事業の継続事案であり、前年度にお
ける事業実施が確実に履行された実績があること。また、本件は平成１６
年度から常設の検討委員会として設置され、その事務局を担当している。
本調査の目的と本年度に実施予定の調査内容からみて極めて高い専門
知識、技術等が求められるものであり、契約を実施できる者は当該団体以
外になく会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1140 （社）日本森林技術協会
オオタカ等の保護と人工林施業
等との共生に関する調査研究

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年8月3日 7,003,500

この調査は、平成１２年度から実施している事業の継続事案であり、今ま
での事業実施が確実に履行された実績があること。また、本事業は平成８
年度に作成した森林施業に係るマニュアルを、その２として新たに作成す
るものであり、前回マニュアルとの整合性を保つうえからも契約を実施でき
る者は当該団体以外になく会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1141 （社）日本森林技術協会
小笠原諸島の森林生態系保護
地域の設定に関する委託契約

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年11月25日 19,384,629

本事業は、国有林野事業の法令や制度に精通していること及び森林生態
系の判別はもとより、森林生態系としての安定性、遷移の現状や評価等に
関し、極めて高い専門知識、技術を要すること。また、既設定の「母島東岸
森林生態系保護地域」の設定事業の受託者であり、小笠原諸島全体にそ
のエリアを拡大するうえで、既に実施済みの調査事業と密接不可分の関係
にあること等から、事業を実施できる者は当該団体以外になく、会計法第
29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1142 （社）日本森林技術協会

会津森林計画区における森林生
態系保護地域及び緑の回廊設
定委員会の設置及び開催等の
委託契約

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年1月24日 6,468,000

本事業は、国有林野事業の法令や制度に精通していること及び森林生態
系の判別はもとより、森林生態系としての安定性、遷移の現状や評価等に
関し、極めて高度な専門知識・技術を要すること。また、「会津地域の国有
林の保全に係る調査検討委員会」からの答申を具体化し保護林等の設定
を検討するものであり、既に実施済みの調査事業と密接不可分の関係に
あること等から、事業を実施できる者は委員会の受託者である当該団体以
外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1143
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

立木販売に係るBC経費積算ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ改定業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年2月1日 1,793,400

見積相手方は林業技術に関する研究等を行っており立木販売に関わる経
費積算について必要な伐倒・搬出等の素材生産業務の知識を有しており
他業務の積算ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成実績もあり今回改正したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成して
いることから内容を熟知しており見積相手方として選定した。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1144
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

鬼怒川地区植生回復状況調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月9日 6,457,500

本業務については、平成１６年度に過去の施工状況調査と現況調査（概
査）を行い、平成１７年度現況調査（詳査）、成果等の評価及び今後の緑化
施工地の取扱いの方向性を取りまとめるため、既済調査を実施した（財）
林業土木コンサルタンツ以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1145
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

森林の多面的機能活用を目指し
た足尾地区基本構想策定調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月30日 18,900,000

本業務については、平成１５、１６年度にかけて実施した既済の調査等と密
接不可分の関係にあり、既済の調査等を実施した（財）林業土木コンサル
タンツ以外になく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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1146 （社）日本森林技術協会
オオタカ等国内希少猛禽類の保
護と水源森林総合整備事業等と
の共生に関する調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年8月10日 1,470,000

本業務については、当地域にオオタカ等国内希少猛禽類が広域にわたっ
て生息する区域であり当該事業の実施に当たっては、こうした猛禽類の保
護についても十分配慮した事業の実施が不可欠であり、本調査は間伐前
の既済調査結果と今回の調査結果との比較検討が必要となるなど、既済
の調査と密接不可分の関係にあり既済の調査等を実施した（社）日本森林
技術協会以外になく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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1147
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

治山ダム設計手法検討調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月27日 4,935,000

本業務については、平成１６年度からの継続調査であり、頻発する局所的
な集中豪雨等で発生する土石流に対応するために、土石流の外力の考え
方等を調査、整理し、治山施設の設計手法を検討する目的であり、調査の
実施にあたっては、治山施設の全般的な構造設計についての専門的な知
識を有し、治山施設の施工目的、立地条件等を踏まえた設計を熟知し、治
山設計に関するノウハウを有していること。また、治山技術基準の各種基
準、規定の内容に精通していることが不可欠であり、（財）林業土木コンサ
ルタンツ以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1148
（社）全国森林レクリエー
ション協会

「レクリエーションの森」ホーム
ページ等コンテンツ作成委託料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年2月28日 1,186,500

当委託は、「レクリエーションの森」の利用上の注意事項等の取りまとめ及
びホームページ等への掲載を目的としたコンテンツの作成で、国有林野の
森林レクリエーション利用に関し、当該分野で高度な知識等を必要とする
調査であり、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1149 （社）日本森林技術協会
保護林及び緑の回廊設定委員
会」の設置及び開催等に関する
委託契約

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年5月16日 4,410,000

本件は、その目的と内容等からみて森林施業に対して極めて高度な専門
知識、技術等を必要とするものであり、また、当局が別に行っている希少野
生生物の保護と森林施業に関する個別事案について各検討委員会の設
置・運営の受託者でなければ本調査等を的確に実施できないことから履行
可能な者は当該団体以外になく会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1150 （財）林野弘済会 証拠書製本作成補助作業請負

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 1,821,430
会計検査院への提出用の証拠書類等の製本作業で、書類の性格から機
密の保持と庁外へ持ち出さずに実行できる適格者が他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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1151 （財）林野弘済会 守衛・夜間警備委託

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 8,295,000
来客者との適切な対応、秘密の保持を必要とし、特に庁舎の鍵を保持させ
るので身元の確実な警備員等が要求されるので他に委託先がないことか
ら会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1152 （財）林野弘済会
平成１７年度みやま荘運営委託
業務（4月～6月）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 1,109,598

契約者は食品衛生法の営業許可をとらなければならず、競争入札で新規
の業者が参入した場合は、申請から許可までの期間、みやま荘の運営に
支障が生ずるため。また、契約相手方は運営する業務に対応する実績が
あることから、競争を許さないことにより会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1153 （財）林野弘済会
平成１７年度みやま荘運営委託
業務（7月～9月）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年7月1日 1,228,482

契約者は食品衛生法の営業許可をとらなければならず、競争入札で新規
の業者が参入した場合は、申請から許可までの期間、みやま荘の運営に
支障が生ずるため。また、契約相手方は運営する業務に対応する実績が
あることから、競争を許さないことにより会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1154 （財）林野弘済会
平成１７年度みやま荘運営委託
業務（10月～3月）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年10月1日 1,791,948

契約者は食品衛生法の営業許可をとらなければならず、競争入札で新規
の業者が参入した場合は、申請から許可までの期間、みやま荘の運営に
支障が生ずるため。また、契約相手方は運営する業務に対応する実績が
あることから、競争を許さないことにより会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1155 （財）林野弘済会
平成17年度車両運転業務等委
託契約

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年4月1日 4,460,254

本業務については、局職員の管内林野巡視等に伴う幅広い運転業務であ
り、一般道路は勿論林道等の運転も数多く想定されている。このことから、
職員の安全確保と効率的な業務遂行のため、国有林野の現況を熟知し当
該業務を履行し得る実績のあるものが他にいなかったので、会計法第29
条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1156 （財）林野弘済会
平成１７年度アカギ萌芽抑制試
験モニタリング調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月1日 2,698,500

この調査は、平成１５年度から継続している調査であり、高度な専門知識
のほか、アカギ駆除抑制事業と連携して実施していくことが求められている
ことから、調査を的確に実施する者は、これまでの調査を受託しているほ
か、平成14年度からアカギ駆除抑制事業を受注しており、高度な専門知識
を有している当該団体以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1157
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度森林資源モニタリン
グ調査（その１）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月15日 19,320,000

この調査は、高度な専門知識を必要としており、また、本年度の調査は平
成１２年度に調査した箇所と同一の箇所を調査しなければならないことか
ら、調査を的確に実施する者は、前回調査を受託し、調査場所及びそこに
至る経路等を熟知しており高度な専門知識を有している当該団体以外に
無く、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1158 （社）日本森林技術協会
平成１７年度森林資源モニタリン
グ調査（その２）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月17日 2,000,000

この調査は、高度な専門知識を必要としており、また、本年度の調査は平
成１２年度に調査した箇所と同一の箇所を調査しなければならないことか
ら、調査を的確に実施する者は、前回調査を受託し、調査場所及びそこに
至る経路等を熟知しており高度な専門知識を有している当該団体以外にな
く、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1159 （財）林野弘済会 測定事業の業務委託

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年6月22日 1,999,620

この委託業務の処理にあったては、測量に関する専門的知識と国有林野
測定規程等を熟知していることが求められるところであり、これらの者を雇
用し履行可能な者は財団法人林野弘済会以外にいないため。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1160 （社）日本森林技術協会
平成17年度富士山・丹沢緑の回
廊モニタリング調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月16日 5,019,000

この調査は、平成１５年度から継続している調査であり、昨年度の実施結
果を踏まえて実施するものである。前年度における事業実施が確実に履
行された実績があること。また、本調査の目的と本年度の調査内容からみ
て極めて高い専門知識、技術等が求められるものであり、契約を実施でき
る者は当該団体以外になく会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1161 （財）林野弘済会
森林計画図制作（奥久慈森林計
画区外１）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月7日 2,026,500
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1162 （財）林野弘済会
森林計画図制作（那珂川森林計
画区外１）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月28日 1,400,700
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２号

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1163
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

中越地区直轄地すべり防止事業
全体計画調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４
－１６－２５）

平成17年6月30日 18,249,000

本業務については、新潟県中越地震により発生した山地災害を復旧する
ための全体計画調査であり、一連の事業評価制度と関連づけ、事業の必
要性や成果を国民や地域住民に理解を得られる計画とすることから、各種
専門分野で高度な知識と技術を要し、これまでに全体計画調査で多くの実
績がある（財）林業土木コンサルタンツ以外に競争を許さないことから、会
計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1164
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

新治地区茂倉沢治山事業全体
計画作成調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年8月10日 9,030,000

本業務については、治山施設の設計に関して高度な専門的知識、技術を
有し、治山技術基準等の各種基準、規定の内容に精通していること。ま
た、森林土木に係る専門の研究施設を設置していることから、本調査につ
いて分析、検討を適切に対応でき、治山施設の設計に関して多様なノウハ
ウを有している（財）林業土木コンサルタンツ以外に競争を許さないことか
ら会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1165
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

阿賀野川支流域外５３治山流域
別調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月27日 9,555,000

本業務については、調査項目に対しその実態を把握し、治山事業の計画
及び実行に必要な基礎調査を行い、適正な事業の必要性を総合的に調整
し、施工の優先度を決め事業計画を樹立する必要があることから、高度な
技術と豊富な学術経験者を有している（財）林業土木コンサルタンツの、経
験や実績等を勘案し森林土木に係る専門の研究施設を設置し、治山施設
の設計に関して多様なノウハウを有している（財）林業土木コンサルタンツ
以外に競争を許さないことから、会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1166
（財）林業土木施設研究
所

摺上川地区水源流域広域保全
事業全体計画調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成17年9月30日 7,770,000

本業務については、調査項目に対しその実態を把握し、治山事業の計画
及び実行に必要な基礎調査を行い、整備計画量や施設及び森林の整備
方針を一体のものとして計画する必要があることから、経験、実績等を勘
案し局内における全体計画調査の実績を有し森林土木施設の検討、開
発、改良、検証等を行っているなど治山施設の設計に関する多様なノウハ
ウを備えている（財）林業土木施設研究所以外に競争を許さないことから、
会計法２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1167 （社）日本森林技術協会 空中写真作成作業

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年3月2日 8,395,530
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1168 （社）日本森林技術協会
塩那森林管理署管内におけるモ
ニタリング調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年3月17日 12,910,000

本箇所は、猛禽類の生息が確認されていることから、有識者の意見等を得
るための検討委員会を含めたモニタリング調査を平成１４年度から継続的
に実施している。調査の実施にあたり、既済調査結果等との比較、検討委
員会における検討結果の反映等が必要であり、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1169 （社）国土緑化推進機構
治山緑化施工地における植生回
復過程の実態に関する基礎調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年3月7日 3,885,000

平成１６年度に過去の施工状況調査と現況調査（概査）を行い、今回はこ
れを踏まえて現況調査（詳査）、成果等の評価及び今後の緑化施工地の
取扱いの方向性を報告書にまとめるものであることから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1170 （財）林野弘済会 物品代（コンクリート標）

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町
4-16-25）

平成18年2月13日 415,100
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第3号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1171 （財）林野弘済会 収穫調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成17年11月18日 10,082,356
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５により指定された者が他に
はおらず、競争に付することができないので、会計法２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1172 （財）林野弘済会 茨城森林管理署庁務委託

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成17年4月1日 1,024,800

茨城森林管理署の庁務を永年にわたり実行しており、経験が豊富であると
ともに、専門的な知識及び技術を有し、業務の内容、物品等の保管場所を
熟知しており、契約後の業務が滞りなく行われること及び信用確実で実施
能力があり、労働衛生、諸法令を遵守し適切な事業を実行する者である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1173 （財）林野弘済会 茨城森林管理署庁務委託

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成17年10月3日 1,008,000

茨城森林管理署の庁務を永年にわたり実行しており、経験が豊富であると
ともに、専門的な知識及び技術を有し、業務の内容、物品等の保管場所を
熟知しており、契約後の業務が滞りなく行われること及び信用確実で実施
能力があり、労働衛生、諸法令を遵守し適切な事業を実行する者である。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1174 （財）林野弘済会
物品代（空中散布薬品・ｴｺﾜﾝ3ﾌ
ﾛｱﾌﾞﾙ）

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成17年6月6日 844,200 会計法第29条の3第5項　予決令第99条第3号
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1175 （財）林野弘済会
物品代（空中散布薬品・ｴｺﾜﾝ3ﾌ
ﾛｱﾌﾞﾙ）

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成17年6月17日 844,200 会計法第29条の3第5項　予決令第99条第3号
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。
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1176 （財）林野弘済会 物品代（ﾗｲﾌﾊﾟｯｸ）

分任支出負担行為担当
官
茨城森林管理署長
西園寺　隆
（茨城県水戸市笠原町
978-7）

平成18年2月15日 1,086,750 会計法第29条の3第5項　予決令第99条第3号
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1177 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託事業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年8月9日 3,055,893
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に規定する指定調査機関を
相手方とする委託契約であり、競争を許さないことにより会計法第２９条の
３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1178 （財）林野弘済会
新穂山国有林営巣候補木等巡
視等委託事業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年10月19日 1,398,241

当該業務は、松くい虫防除対策として伐倒駆除等を実施するための被害
木等の樹種、材積の調査等を行うものであることから、国有林野の管理経
営に関する法律第６条の５の規定により唯一の指定調査機関である（財）
林野弘済会への委託を行うものであり、会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1179 （財）林野弘済会
新穂官行造林営巣候補木等巡
視等委託事業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年10月19日 1,500,004

当該業務は、松くい虫防除対策として伐倒駆除等を実施するための被害
木等の樹種、材積の調査等を行うものであることから、国有林野の管理経
営に関する法律第６条の５の規定により唯一の指定調査機関である（財）
林野弘済会への委託を行うものであり、会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1180 （財）林野弘済会
トキの営巣木等保全整備事業 
樹幹注入作業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年12月9日 1,260,000
本事業は、森林病虫獣害の防除事業であり、薬剤を使用し国有林野の経
営上必要な造林事業を行うため、特別の必要に基づき実施していることか
ら、会計法２９条の３第５項、予決令第９９条第２３号に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1181 （財）林野弘済会
トキの営巣木等保全整備事業 
歩道刈払作業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年12月9日 1,600,200

本事業は、森林病虫獣害の防除事業に必要な歩道の刈払いであり、国有
林野の経営上必要な造林事業を行うため、特別の必要に基づき実施して
いることから、会計法２９条の３第５項、予決令第９９条第２３号に該当す
る。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1182 （財）林野弘済会
トキの営巣木等保全整備事業　
樹幹注入作業

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手
町４－４－１５）

平成17年12月9日 3,318,000
本事業は、森林病虫獣害の防除事業であり、薬剤を使用し国有林野の経
営上必要な造林事業を行うため、特別の必要に基づき実施していることか
ら、会計法２９条の３第５項、予決令第９９条第２３号に該当する。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1183 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

分任支出負担行為担当
官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追
手町5番22号）

平成17年6月13日 1,411,200
この業務については、国有林林道等の特性に精通し、特別の専門的知識
技術が必要であり、他の業者では実施が困難であることから、会計法第29
条の３第4項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1184 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

分任支出負担行為担当
官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追
手町5番22号）

平成17年9月1日 1,453,200
この業務については、国有林林道等の特性に精通し、特別の専門的知識
技術が必要であり、他の業者では実施が困難であることから、会計法第29
条の３第4項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1185 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

分任支出負担行為担当
官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追
手町5番22号）

平成17年11月9日 1,337,700
この業務については、国有林林道等の特性に精通し、特別の専門的知識
技術が必要であり、他の業者では実施が困難であることから、会計法第29
条の３第4項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1186 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

分任支出負担行為担当
官
千葉森林管理事務所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区
稲毛1-7-20）

平成17年7月19日 1,456,350
国有林林道等の特性に精通し、特別の専門的知識、技術を必要とするの
で、他に委託者がないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1187 （財）林野弘済会 瀬波合宿所運営委託代金

分任支出負担行為担当
官
下越森林管理署村上支
署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町3-
1-13）

平成17年4月1日 2,116,800 従前からの契約相手方であり資産信用確実である。
見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1188 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白川郡棚倉
町大字棚倉字舘ヶ丘
73-2）

平成17年7月19日 9,248,998
この業務については、国有林野の管理経営に関する法律により、財団法
人林野弘済会が指定されており､ 競争を許さないことから会計法２９条の
第３第４号に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1189 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白川郡棚倉
町大字棚倉字舘ヶ丘
73-2）

平成18年2月7日 4,292,735
この業務については、国有林野の管理経営に関する法律により、財団法
人林野弘済会が指定されており､ 競争を許さないことから会計法２９条の
第３第４号に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1190 （社）林道安全協会 国有林林道等維持管理業務

分任支出負担行為担当
官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐
島61-8）

平成17年9月27日 1,001,700
この業務については、国有林林道等の特性に精通し、特別の専門的知
識、技術を必要とするので、他に委託者がないことから、会計法第29条の3
第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1191 （財）林野弘済会 収穫調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬
2663-1）

平成17年6月14日 7,656,541
この業務については、国有林野の管理経営に関する法律により、財団法
人林野弘済会が指定されており、競争を許さないことから会計法29条の3
第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1192 （財）林野弘済会 収穫調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬
2663-1）

平成17年12月1日 3,675,366
この業務については、国有林野の管理経営に関する法律により、財団法
人林野弘済会が指定されており、競争を許さないことから会計法29条の3
第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1193 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
東京神奈川森林管理署
長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野
町38-2）

平成17年6月6日 6,268,163
この事業を実施する上で、必要である国有林野の管理経営に関する法律
第６条の５の規定に基づく指定をこの１社のみが指定されており、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1194 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
東京神奈川森林管理署
長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野
町38-2）

平成17年11月17日 1,734,915
この事業を実施する上で、必要である国有林野の管理経営に関する法律
第６条の５の規定に基づく指定をこの１社のみが指定されており、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1195 （財）林野弘済会
丹沢山地保護林緊急対策（防護
柵設置等）事業

分任支出負担行為担当
官
東京神奈川森林管理署
長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野
町38-2）

平成17年10月31日 2,415,000

この事業は、従来の保護策設置とは異なった防護柵の設置であり、生態系
の保全等に十分配慮した高度な判断と施工管理が必要であり、モニタリン
グ調査も併せて行うこととしたため、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1196 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢
1473-1）

平成17年10月14日 3,530,625
この業務については、農林水産大臣の指定した機関のみが実行できること
になっており、管内では林野弘済会前橋支部が唯一の該当調査機関であ
ることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1197 （財）林野弘済会 保育間伐条件調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
福島森林管理白河支署
長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内
128-1）

平成17年10月31日 1,113,000

本業務については、保育間伐請負事業に必要な予定価格積算に係る基本
的な調査であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、保育等
の専門的見地、十分な能力と経験を有する機関は、(財)林野弘済会以外
にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1198 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
福島森林管理白河支署
長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内
128-1）

平成17年11月28日 3,717,000

　国有林野における収穫調査業務については、「国有林野の管理経営に
関する法律」（昭和26年法律第246号）第６条の５に基づき、指定調査機関
のみに行わせることができることとされているところである。
　契約相手方は、当該法律に基づき指定された唯一の指定調査機関であ
ることから、契約することとしたものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1199 （財）林野弘済会 収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
 磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉
町字東2-170-1）

平成17年 11月10日 25,218,239

　国有林野における収穫調査業務については、「国有林野の管理経営に
関する法律」（昭和26年法律第246号）第６条の５に基づき、指定調査機関
のみに行わせることができることとされているところである。
　契約相手方は、当該法律に基づき指定された唯一の指定調査機関であ
ることから、契約することとしたものである。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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1200 （社）林道安全協会 国有林林道維持修繕管理業務

分任支出負担行為担当
官
 磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉
町字東2-170-1）

平成17年 5月27日 1,985,550

　林道安全協会は、林道の維持管理及び交通の安全に関し豊富な見識を
有しており、当署の国有林林道維持管理業務についても豊富な実績を有し
ている。当署管内は林道路線が多く、当協会は各路線の実情（危険ｹ所
等）にも精通しており、契約相手方としては当協会を除いては他になく、会
計法第29条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1201 （社）林道安全協会 国有林林道維持修繕管理業務

分任支出負担行為担当
官
 磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉
町字東2-170-1）

平成17年 8月9日 1,986,600

　林道安全協会は、林道の維持管理及び交通の安全に関し豊富な見識を
有しており、当署の国有林林道維持管理業務についても豊富な実績を有し
ている。当署管内は林道路線が多く、当協会は各路線の実情（危険ｹ所
等）にも精通しており、契約相手方としては当協会を除いては他になく、会
計法第29条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1202 （社）林道安全協会 国有林林道維持修繕管理業務

分任支出負担行為担当
官
 磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉
町字東2-170-1）

平成17年 11月11日 1,986,600

　林道安全協会は、林道の維持管理及び交通の安全に関し豊富な見識を
有しており、当署の国有林林道維持管理業務についても豊富な実績を有し
ている。当署管内は林道路線が多く、当協会は各路線の実情（危険ｹ所
等）にも精通しており、契約相手方としては当協会を除いては他になく、会
計法第29条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1203 （社）林道安全協会 国有林林道維持修繕管理業務

分任支出負担行為担当
官
 磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉
町字東2-170-1）

平成18年 1月25日 1,986,600

　林道安全協会は、林道の維持管理及び交通の安全に関し豊富な見識を
有しており、当署の国有林林道維持管理業務についても豊富な実績を有し
ている。当署管内は林道路線が多く、当協会は各路線の実情（危険ｹ所
等）にも精通しており、契約相手方としては当協会を除いては他になく、会
計法第29条の３第４項に該当する。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1204 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町
7-10-4）

平成17年10月21日 2,244,165
この業務については、国有林野の管理経営に関する法律により、財団法
人林野弘済会指定されており、競争を許さないことから会計法29条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1205 （財）林野弘済会 収穫調査委託請負

分任支出負担行為担当
官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市湯ヶ島
151）

平成17年11月24日 2,793,978
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５により指定された者が他に
はおらず、競争に付することができないので、会計法２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1206 （財）林野弘済会
証拠書類編纂作成補助作業業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年４月１日
16,610,770

本業務は、計算証明規則に基づく会計検査院提出書類の編纂業務であ
り、専門的知識と機密保持が求められ、競争を許されないことから会計法２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1207 （財）林野弘済会 庁舎警備業務等委託契約

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年４月１日
10,521,000

警備業務に加え職員不在となる休日・夜間における電話問い合わせも多
いことから当局の管轄区域、業務を熟知し、これらに適切に対応できかつ
信用確実な者を選定する必要があり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1208 （財）林野弘済会
森林計画基本図等作成作業請
負

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年6月27日 6,090,000

国有林野事業の林分の位置、区画を示す唯一無二である基本図等の修
正作業は、特に正確性を求められる業務であり、この業務を行う高度の専
門的知識を有すとともに、高い信頼性を有す者は、近隣には当該者以外に
なく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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1209 （財）林野弘済会
公務災害補償事務補助単価請
負契約

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年4月1日 3,279,234

　各個人別の補償経費科目に応じた事務処理のため、国有林野事業の業
務や災害補償制度に精通した者が必要なこと。また、個人データを扱うこと
から秘密保持等の確保から信用確実な者であることが必要なため。等の
理由から随契とした。  会計法29条の3第4項  予決令102条の4第3項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1210 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年4月1日 1,420,020

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1211 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年5月31日 1,641,475

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1212 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年7月29日 1,514,688

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1213 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年9月30日 1,400,490

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1214 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市大字栗
田715番地５）

平成17年11月28日 1,284,192

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1215 （財）林野弘済会
中部森林管理局における治山業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年1月31日 1,479,114

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であることから当該事業者し
かなくになく会計法29条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1216 （財）林野弘済会 第１種不明境界標実態調査請負

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　　厚
（長野市大字栗田715-
5）

平成17年10月26日 2,373,000

境界検測は、既往の測量成果に基づき、境界の位置を復元する業務であ
り、国有林と隣接地の境界を再確認することから、隣接者の権利関係にも
影響の及ぶ可能性のある事業である。このため、境界検測事業に確実な
技術を有していることを確認できるものを入札対象者とする必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1217
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（フジ
小屋ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 7,245,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1218
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（一の
沢ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年1月23日 7,140,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1219
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

民有林直轄治山事業全体計画
調査（松川入・小渋川・中川）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年5月27日 16,170,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、高度な
知識を有し地域の状況を熟知していること、及び１５年度からの継続調査
でありこれまでの調査との整合性を図る必要があることから当該事業者し
かなく会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1220
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（保科
山上流ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 7,140,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1221
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（胡桃
沢ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 6,930,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1222
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（黒川
ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 6,825,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1223
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（ムク
リ沢）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 3,990,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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契約を締結した日 契約金額
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1224
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（園原
川ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 7,455,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1225
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

民有林直轄治山事業全体計画
調査（姫川）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 3,675,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況及び各種
データの所在を熟知していることが必要であることから当該事業者しかなく
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1226 （社）日本森林技術協会
ヤツガタケトウヒ保護管理調査
委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年7月27日 1,081,500

本調査は、平成15年度から17年度までの３年間を予定して実行しており、
本年度は継続する各調査及び３年間の取りまとめを行うもので、過去の
データ分析等が必要であり、これまでの調査結果を十分に理解し取りまと
めができる者でなくてはならないので、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1227 （社）日本森林技術協会
八ヶ岳島枯山植物群落保護林の
シカ被害調査委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年7月27日 1,281,000

本調査は、平成15年度から17年度までの３年間を予定して実行しており、
本年度は継続するモニタリング調査及び３年間の取りまとめを行うもので、
過去のデータ分析等が必要であり、これまでの調査結果を十分に理解し比
較検討し取りまとめができる者でなくてはならないので、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1228 （社）日本森林技術協会
中央アルプス空木岳周辺の高山
植物植生復元事業委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年7月27日 1,018,500

本調査は、平成15年度から17年度までの３年間を予定して実行しており、
本年度は植生復元調査及び３年間の取りまとめを行うもので、過去の実施
内容、昨年の調査分析等が必要であり、現在までの作業手順、調査結果
を十分に理解し比較検討し取りまとめができる者でなくてはならないので、
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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1229 （社）日本森林技術協会
木曽駒ヶ岳森林生態系保護地域
等における植生復元対策事業委
託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年7月27日 2,152,500

本事業は平成１５年度からの継続事業であり、木曽駒ヶ岳周辺における高
山帯の特殊な植物群落を対象とし、①空中写真等を活用した植生配置図
の作成、②木曽駒ケ岳山頂付近の現地植生調査、③植生復元を行うボラ
ンティア団体等への技術指導等を一括して実施し、報告書として取りまとめ
るもので、高山植生、地質、気象、自然保護・再生及び修復に関する高度
な専門的知識・技術、実績を有している者でなくてはならないので、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1230 （社）日本森林技術協会
三浦・助六実験林に関する調査
事業委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年9月20日 1,648,500

木曽ヒノキの天然更新手法を確立するための試験調査であり特殊な土壌
での更新メカニズムの解明が必要であり、これまでの一連の調査結果を踏
まえ今後の試験方法等について提言を求めるものであることから、専門的
かつ高度な知識を有する者を選定する必要があり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1231 （社）日本森林技術協会 空中写真の購入

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年2月20日 10,960,530
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1232 （社）林木育種協会
ヒメバラモミ保護管理調査事業
委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年7月27日 1,482,000

本事業は平成１６年度から６年間にわたり、希少樹木種であるヒメバラモミ
の保護育成のため増殖技術の醸成を行うものであり、平成１７年度には、
林木育種協会において台木を購入し台木の養苗を行っており、今後はこの
台木を使い接ぎ木によるヒメバラモミの養苗管理を行うものである。
このことから、本事業の途中段階で他者による事業の履行は不可能であ
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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1233 （社）林道安全協会
国有林林道等交通安全管理業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年4月1日 3,115,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会長野支所以外にはな
く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1234 （社）林道安全協会
国有林林道等交通安全管理業
務委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年4月1日 2,499,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会名古屋支所以外には
なく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1235
独立行政法人森林総合
研究所

積雪地帯における崩壊及び土石
流の避難対策調査

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年9月27日 6,163,500

本調査は、平成11年度から蒲原沢における雪崩災害と土石流の影響を観
測し、その気象条件と災害発生のメカニズムを解析し、今後の土石流発生
の予測手法を確立する目的で行っているものである。このデータの解析に
あたっては、平成11年度に融雪量等の観測施設の設置等のハード部分と
解析処理等のソフト部分の開発について当局と同研究所が共同して実施
してきたところであり、その解析結果を利用しているところである。当該地区
での継続観測を行い分析できる者は森林総合研究所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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1236 （財）水利科学研究所
富山県・愛知県内の雨量強度見
直し調査

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年1月23日 3,570,000

本調査は、管内統一的な作業基準に基づき雨量強度表を作成し、より的
確な治山施設の設計に資するものとして実施するものである。このため、
①水利科学、雨量観測、基底流量観測等に関する能力を有していること　
②比較的短期間で、効率的に調査を実施し、調査目的に照らして的確な成
果を期待できる人材を有していること　③経営(運営)が安定している当信用
確実な者であることが不可欠である。また、全国レベルでの類似調査を多
く実施し、様々な気象条件下における調査技術と調査結果に分析・検証能
力に秀でていることから、会計法第29条の３第4ある。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1237 （財）水利科学研究所
治山施設による浸食量低減効果
予測開発調査

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
関　厚
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年11月24日 4,494,000

本調査は、治山施設による土砂浸食量予測手法を確立し、今後の治山事
業計画の策定や事業評価への活用を図るための指針を策定するものであ
り、治山施設の効果を踏まえた山地における浸食土砂量の予測に関する
高度な知見・実績を有するとともに調査技術と調査結果の分析・検証能力
の必要があることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1238
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

森林整備事業における治山事務
等委託

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年2月10日 1,428,000

本業務については、治山設計積算に用いる資材品目の価格調査を行う業
務であり、治山事業における専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行
能力があること及び、専門的な知識を有する者を要していることが必要で
あることから当該事業者しかなくになく会計法29条の３第４項に該当するた
め

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1239 （財）林野弘済会 自賠責保険料

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成1８年２月３日
4,958,510

自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

1240
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（間名
古谷災害ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 7,080,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1241
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（立山
川災害ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 7,290,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1242
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（冷川
災害ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 4,930,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1243
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（下押
出沢ほか）請負代　精

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 15,230,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1244
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（鎌ヶ
峰ほか）請負代　精算

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 13,090,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1245
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（大井
戸沢ほか）請負代　精

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 10,510,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1246
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（中津
川ほか）請負代　精算

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 25,640,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1247
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

災害復旧計画書作成業務（単価
契約）請負代

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月9日 3,868,588

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1248
（財）林業土木施設研究
所

国有林治山全体計画調査（大崩
沢ほか）請負代　精算

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月22日 6,970,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1249
（財）林業土木施設研究
所

国有林治山全体計画調査（東谷
ほか）請負代

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年9月29日 7,245,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1250 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守料

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成17年4月1日 4,215,096
導入複写機の保守等を行う者は１者のみであるため会計法第２９条の３第
４項予決令第１０２条の４第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1251 （財）林野弘済会 ＣＴＭ苗木貯蔵箱

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月6日 1,745,835

ＣＴＭ苗木貯蔵箱は特殊ダンボールに特殊な薬剤（酸素抑制剤）を塗布し
た製品であり、特許権を持っている製造元では販売を行わず、発売元は当
該者以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1252 （財）林野弘済会 電動刈払機

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月10日 4,157,190

当該製品は特許品であること及び振動予防対策として、唯一無振動機械
に認定されている製品であり、他に代替えする製品がなく、特許権を持って
いる製造元では販売を行わず、販売代理店は当該者以外になく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1253
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（馬曲
川災害）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 3,990,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1254
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（湯ノ
入川ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 7,140,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1255
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（萩原
沢ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 15,750,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1256
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（祖父
谷ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 10,500,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1257
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（下抜
戸沢ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 7,140,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1258
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（下呂
俣谷ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 15,960,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1259
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（闇ガ
リ谷ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 15,750,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1260
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

国有林治山全体計画調査（落合
川災害ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 9,975,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1261
（財）林業土木施設研究
所

国有林治山全体計画調査（瀬戸
沢ほか）

支出負担行為担当官
中部森林管理局長
小禄　直幸
（長野県長野市栗田７１
５－５）

平成18年3月27日 9,870,000

本調査は自然条件、社会的特性等調査が多岐にわたることから、治山全
体計画の策定に関する高度の知見を有し、最新の地域の状況を熟知して
いることが必要であることから当該事業者しかなく会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1262 （財）林野弘済会 平成17年度青楓荘運営委託料

分任支出負担行為担当
官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（愛知県新城市庭野字
東萩野49-2）

平成17年4月1日 7,056,000
宿泊者の対応、清掃、管理等全ての業務の委託であり、施設に精通した管
理や対応が必要なため、特殊な断続勤務形態をとっ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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1263 （財）林野弘済会 収穫調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（愛知県新城市庭野字
東萩野49-2）

平成18年2月27日 1,070,097
本業務については、国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第2項の
規定に基づき、財団法人林野弘済会を同条第１項に規定する調査業務を
行うことができる者として指定されているため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1264 （財）林野弘済会 収穫調査委託事業

分任支出負担行為担当
官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（愛知県新城市庭野字
東萩野49-2）

平成17年11月22日 1,096,268
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1265 （財）林野弘済会
展示物収納倉庫に関する管理業
務

分任支出負担行為担当
官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（愛知県新城市庭野字
東萩野49-2）

平成17年4月1日 5,211,675

本業務については、館内の案内・木と緑の相談への対応等を行う業務で、
専門知識を必要とする特殊な職務であり、また、「国有林野の管理経営に
関する法律」に基づく指定調査機関で技術者も多く在籍している財団法人
林野弘済会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1266 （社）林道安全協会
国有林林道等維持管理業務１式

分任支出負担行為担当
官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（愛知県新城市庭野字
東萩野49-2）

平成17年6月28日 2,352,000

これまで、国有林林道等の交通安全対策の一環として林道通行に関する
実態調査、安全指導、安全思想の普及啓蒙普及等に関する業務を林道安
全協会に委託して、一般利用者の交通安全に努めてきたところであり契約
の性質又は目的が競争を許さないことから、会計法第29条3第4項に該当
するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1267 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
岐阜森林管理署長
加藤　元之
（岐阜県下呂市小坂町
大島1643-2）

平成17年9月20日 1,367,415
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1268 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
岐阜森林管理署長
加藤　元之
（岐阜県下呂市小坂町
大島1643-2）

平成18年2月23日 1,750,603
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1269 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
岐阜森林管理署長
加藤　元之
（岐阜県下呂市小坂町
大島1643-2）

平成17年9月20日 1,699,940
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1270 （社）林道安全協会 国有林林道維持管理業務委託

分任支出負担行為担当
官
岐阜森林管理署長
加藤　元之
（岐阜県下呂市小坂町
大島1643-2）

平成17年6月15日 2,415,000

国有林林道は奥地山間部に位置し規格・構造的に一般道路と異なる様態
のものであることから、安全交通を確保するために細心の注意が必要であ
る。実態調査、安全指導等に関する業務は林道の特性に精通した業者で
なければ出来ないことから、会計法２９条の３第４項に該当。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1271 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
石田　良行
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成17年4月5日 1,856,337

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1272 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
石田　良行
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成17年6月6日 2,146,536

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1273 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
村上　卓也
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成17年8月5日 1,856,148

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1274 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
村上　卓也
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成17年9月30日 1,845,879

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1275 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
村上　卓也
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成17年12月9日 1,751,316

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1276 （財）林野弘済会 治山事業における事務委託

分任支出負担行為担当
官
中部森林管理局伊那谷
総合治山事業所長
村上　卓也
（長野県飯田市座光寺５
１５２－１）

平成18年2月3日 1,700,496

本業務については、治山設計の検算等を行う業務であり、治山事業におけ
る専門的技術を要し、過去の実績、業務の履行能力があること及び、専門
的な知識を有する者を要していることが必要であり、かつ、信用確実な相
手方を選定する必要があり、会計法第２９条３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1277 （社）林道安全協会 林道維持管理委託

分任支出負担行為担当
官
東信森林管理署長
瀧川　正一
（長野県南佐久郡臼田
町大字臼田1822）

平成17年7月1日 4,494,000

本業務については、林道維持管理等の専門的知識及び技術が必要であ
り、専門性及び特殊性を有する必要がある。また、林道維持管理等の専門
的知見、十分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会長野支部以
外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1278 （財）林野弘済会 シスイエース

分任支出負担行為担当
官
東信森林管理署長
瀧川　正一
（長野県南佐久郡臼田
町大字臼田1822）

平成18年3月4日 2,779,995
当該物品の販売を行っているのは1者のみであることから、会計法第29条
の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1279 （財）林野弘済会 事務委託

分任支出負担行為担当
官
東濃森林管理署長
笹岡　哲也
（岐阜県中津川市付知
町８５７７－４）

平成17年4月27日 813,288
この業務は林道の高度な専門的知識を必要とし、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1280 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
東濃森林管理署長
笹岡　哲也
（岐阜県中津川市付知
町８５７７－４）

平成17年9月8日 1,912,236
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1281 （財）林野弘済会 収穫調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
南信森林管理署長
久保田　廣
（長野県伊那市伊那
1499）

平成17年11月10日 2,393,321
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1282 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査委託(1)

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署南木曽
支署長
松本　誠司
(木曽郡南木曽町読書
3260-1)

平成17年6月29日 3,280,055
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1283 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査委託(2)

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署南木曽
支署長
松本　誠司
(木曽郡南木曽町読書
3260-1)

平成17年9月12日 3,424,310
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1284 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査委託(3)

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署南木曽
支署長
松本　誠司
(木曽郡南木曽町読書
3260-1)

平成17年11月10日 2,947,401
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1285 （財）林野弘済会 簡易横断溝（シスイエース）代

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署南木曽
支署長
松本　誠司
(木曽郡南木曽町読書
3260-1)

平成17年3月13日 1,792,500
本契約については、林道簡易横断溝という専売品の購入であり、（財）林野
弘済会とした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計法第29条の3
第4項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1286 （財）林野弘済会 収穫調査業務の外部委託

分任支出負担行為担当
官
北信森林管理署長
酒井　孔三
（長野県飯山市大字飯
山1090-1）

平成17年6月20日 4,260,055

本契約については、国有林野等の収穫調査業務委託であり、「国有林野
の管理経営に関する法律」第6条5に基づく、農林水産大臣の指定調査機
関である（財）林野弘済会以外にはなく、会計法第29条の3第4項に該当す
るため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1287 （財）林野弘済会 林道簡易横断溝の購入

分任支出負担行為担当
官
北信森林管理署長
酒井　孔三
（長野県飯山市大字飯
山1090-1）

平成18年3月13日 2,352,735
本契約については、林道簡易横断溝という専売品の購入であり、（財）林野
弘済会とした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計法第29条の3
第4項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1288 （社）林道安全協会
国有林林道等維持管理業務委
託

分任支出負担行為担当
官
北信森林管理署長
酒井　孔三
（長野県飯山市大字飯
山1090-1）

平成17年8月1日 4,725,000

奥地山間部に位置する国有林林道等の安全確保を図ることを目的として
おり、国有林林道の利用実態及び特性等に精通した上で適正な業務を推
進する必要があることから当該法人が選定されており、競争を許さないこと
から会計法29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1289 （財）林野弘済会
収穫調査委託
4144.23m3

分任支出負担行為担当
官
飛騨森林管理署長
眞田　公一
（高山市西之一色町3-
747-3）

平成17年7月20日 2,436,807
本業務については、収穫調査等を行う業務であり、専門性及び技術を有す
る必要があり、十分な能力と経験を有する機関は㈶林野弘済会以外には
なく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1290 （財）林野弘済会
収穫調査委託
3231.73m3
3431.51m3

分任支出負担行為担当
官
飛騨森林管理署長
眞田　公一
（高山市西之一色町3-
747-3）

平成17年9月20日 5,758,765
本業務については、収穫調査等を行う業務であり、専門性及び技術を有す
る必要があり、十分な能力と経験を有する機関は㈶林野弘済会以外には
なく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1291 （財）林野弘済会
収穫調査委託
1778.21m3

分任支出負担行為担当
官
飛騨森林管理署長
眞田　公一
（高山市西之一色町3-
747-3）

平成17年12月13日 1,867,120
本業務については、収穫調査等を行う業務であり、専門性及び技術を有す
る必要があり、十分な能力と経験を有する機関は㈶林野弘済会以外には
なく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1292 （財）林野弘済会
収穫調査委託
411.25m3

分任支出負担行為担当
官
飛騨森林管理署長
眞田　公一
（高山市西之一色町3-
747-3）

平成18年1月4日 3,453,450
本業務については、収穫調査等を行う業務であり、専門性及び技術を有す
る必要があり、十分な能力と経験を有する機関は㈶林野弘済会以外には
なく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1293 （社）林道安全協会
林道等維持管理業務施設点検
11路線79km.
維持保全業務11路線

分任支出負担行為担当
官
飛騨森林管理署長
眞田　公一
（高山市西之一色町3-
747-3）

平成17年8月1日 2,457,000

本業務については、林道の路体、安全施設等の点検及び点検を踏まえて
の応急措置を行う業務であり、専門性及び技術を有する必要があり、十分
な能力と経験を有する機関は㈳林道安全協会以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1294 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署長
花見隆夫
（長野県木曽郡上松町
正島町1-4）

平成17年6月16日 2,621,356
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1295 （財）林野弘済会 簡易横断溝（シスイエース）代

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署長
花見隆夫
（長野県木曽郡上松町
正島町1-4）

平成17年3月7日 8,962,800
本契約については、林道簡易横断溝という専売品の購入であり、（財）林野
弘済会とした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計法第29条の3
第4項

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1296 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託業務

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署長
花見隆夫
（長野県木曽郡上松町
正島町1-4）

平成18年1月25日 17,462,424
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1297
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

篠ヶ原山林道外２災害復旧調査
設計業務

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年9月21日 1,501,500
９月の台風１４号により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成す
る業務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1298
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

紀泉高原国有林治山全体計画
外調査測量設計業務

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年6月10日 12,705,000

当該国有林の全体計画策定に当たっては、森林及び渓流の生態系や地
形・地質の特性、更に国有林野の管理経営の方針等を踏まえるなど高度
な知識等を必要とし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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1299
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度森林整備事業施行
実態調査

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年9月16日 4,620,000

本調査は、森林土木事業についての高度かつ広汎な知見が必要であり、
また標準歩掛作成に資する調査、検討、分析を適切かつ迅速に実施する
必要がある。(財)林業土木コンサルタンツ大阪支社は、森林土木事業に関
する計画、調査、設計はもとより、歩掛及び技術基準等の制定、改定等に
深く関わってきており、森林土木事業について高度かつ広汎な知見並びに
実績を有している。更に、森林土木に係わる調査機関の中では、唯一専門
の研究施設を設置しているなど、この業務に係る調査、分析、検討を適切
かつ迅速に実施できる組織とスタッフを有する組織は他に存在しないこと
に加え、従前より全国ネットによりこの種の調査を実施している機関である
ことから、本部及び全国に存在する９支所並びに技術研究所の支援を受け
ることが可能である。よって、本調査を的確に履行できる高度な知識を有す
る唯一の業者であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1300
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

宮島国有林外渓間工外測量設
計業務

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年9月30日 5,880,000
９月の台風１４号により発生した崩壊地の復旧計画を緊急に作成する業務
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）
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1301
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

治山流域別荒廃地調査業務

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年10月18日 25,672,500

本調査は、治山施設の適切な配置と森林整備により、森林の公益的機能
の維持増進が一体的かつ総合的に図られることを念頭に実施しなければ
ならず、森林土木技術とともに森林管理等について高度な知識を必要とす
る。(財)林業土木コンサルタンツ大阪支社は、今回調査対象の兵庫、岡山
署管内を含め数多くの同調査経験を持ち、治山計画に関する知識と調査
対象地の森林及び渓流の生態系、地形・地質の特性、国有林の管理経営
方針等について高度な知識を有している。よって、本調査を的確に履行で
きる唯一の機関と認められ、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1302
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

十津川地区治山全体計画調査
業務請負

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年12月9日 7,455,000

十津川地区の全体計画策定に当たっては、森林土木技術と共に対象地の
森林及び渓流の生態系や地形・地質上の特性、管理経営の方針等を踏ま
えるなど、高度な知識を必要とする。(財)林業土木コンサルタンツ大阪支社
は、過去に当該地域における全体計画・施工地調査等の実績がある。更
に治山計画に関する知識と調査対象地の森林等についての高度な知識を
有しており、本調査を的確に履行できる唯一の機関と認められ、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1303
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度治山ダム性能調査
業務請負

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年12月9日 1,260,000

本調査は、新たな設計手法についての高度かつ広汎な知見が必要であ
り、また治山ダムの安定解析を行うための調査、検討、分析を適切かつ迅
速に実施する必要がある。(財)林業土木コンサルタンツ大阪支社は、治山
事業の計画設計の効率化を図るため、治山ダムの断面表を作成するな
ど、森林土木事業に関する高度な知識を有している。更に森林土木に関す
る調査機関の中では、唯一専門の研究施設を設置しているなど、本調査を
適切かつ迅速に実施できる組織とスタッフを有しており、本調査を的確に履
行できる唯一の機関と認められ、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1304 （社）日本森林技術協会
伊崎国有林におけるカワウによ
る森林影響調査

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年6月28日 1,963,500

過去にヤシャゲンゴロウ希少野生植物種保護管理対策調査(Ｈ８年度　ヤ
シャゲンゴロウの生息域の個体数調査等）、夜叉ヶ池水生昆虫生息保護林
におけるヤシャゲンゴロウ希少野生動植物（政令指定）種保護管理事業に
関する調査（Ｈ１２年度　動植物種調査、モニタリング手法の検討・提案）北
股暖地性昆虫生息地保護林におけるゴイシツバメシジミ希少野生動植物
(政令指定）種保護管理事業に関する調査（Ｈ１３年度　ゴイシツバメシジミ
の生息調査）等を受注(実施）するなど、業務内容に精通していること、森林
被害を含めた国有林の管理経営に関する各種データ、ノウハウを有してい
ることなど、今回の調査を的確に履行出来る機関である。また、本調査項
目のうち、①森林生態系の維持、保全を図るための具体的な対策の検討
（考察）、②植生回復のための樹種選定、③カワウによる影響（立木枯損、
下層植生の衰退等）を最小限に抑えるためのカワウとの共生に向けた森
林管理のあり方（検討）④森林管理署、被害者としての対応方針の検討に
ついて、鳥獣の生態に関する調査技術に加え、被害地等の植生回復に関
する技術、調査対象国有林の地理的、社会的条件、地域事情及び国有林
の管理経営方針等に精通した機関に限定されることから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1305 （社）林道安全協会
平成１７年度国有林林道交通安
全管理業務委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年4月1日 4,200,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会大阪支部以外にはな
く、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1306 （社）林道安全協会
国有林林道等維持管理業務委
託（岡山森林管理署外３）

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年7月19日 4,410,000

当業務は、林道等を利用する一般利用者の増加に際し、林道の管理瑕疵
による事故が発生し訴訟にまで及ぶケースが発生することが予想されるた
め、林道の施設点検を実施すると共に、点検に基づく適切な応急措置を行
うものであり、国有林林道の状況に精通し十分な能力と経験を有し、点検
と応急措置を一体的に実施できる機関は（社）林道安全協会大阪支部以
外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1307 （社）林道安全協会
国有林林道等維持管理業務委
託（奈良所外１）

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年9月26日 4,568,550

当業務は、林道等を利用する一般利用者の増加に際し、林道の管理瑕疵
による事故が発生し訴訟にまで及ぶケースが発生することが予想されるた
め、林道の施設点検を実施すると共に、点検に基づく適切な応急措置を行
うものであり、国有林林道の状況に精通し十分な能力と経験を有し、点検
と応急措置を一体的に実施できる機関は（社）林道安全協会大阪支部以
外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1308 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年4月1日 2,541,280
当該複写機の納入業者であり、かつ部品等の取扱専門業者であり、また
信用確実である必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1309 （財）林野弘済会 測量検算等業務委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年5月6日 1,087,800
測量検算補助事務は、専門的技術及び業務に精通していることが必要で
あり、また、業務に関する情報の機密保持等の観点から信用確実な事業
者を選定する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

 

1310 （財）林野弘済会 自動車損害賠償責任保険料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年5月13日 2,850,530
自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

1311 （財）林野弘済会 車両運転業務委託料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年5月16日 4,716,040

運転業務は、不規則でかつ臨機応変な対応が必要であり、業務に関する
秘密保持等の観点から身元保証、安全及び管理能力を有し、信用確実な
業者を選定する必要から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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1312 （財）林野弘済会 庁舎警備業務

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年5月18日 12,096,000

休日・夜間における山地災害等緊急事態発生時には国有林の所在状況等
を熟知し臨機応変かつ的確な対応を必要とするため、当局の管内事情を
把握していることが必要であり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1313 （財）林野弘済会 製品販売事務委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年6月2日 1,473,515
本業務については、製品販売事業の内容を熟知し、新分散システムの入
力も収穫調査外部委託により精通している(財)林野弘済会以外にはなく、
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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1314 （財）林野弘済会
証拠書類編集製本作成補助作
業業務委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年6月17日 14,605,800

計算照明規則等により会計検査院へ提出し、また、局で保管する証拠書
類及び農林水産省文書管理規定に基づく保存文書の編集・製本作業であ
り、かつ証拠書類の予備審査も行い、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1315 （財）林野弘済会 製品販売業務委託(現地指導)

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年7月7日 5,118,960

本業務については、製品販売事業の精通者を雇用し、製品販売事業の業
務内容を熟知し又国有林の管理経営方針等に高度な知識を有している
(財)林野弘済会以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1316 （財）林野弘済会
平成１７年度第一次二次収穫調
査業務委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年7月19日 33,348,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1317 （財）林野弘済会
平成１７年度里山再生推進モデ
ル事業に関するモニタリング調
査代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年7月26日 1,732,500

過去に白山山系「緑の回廊」のモニタリング調査を受注するなど、業務内
容に精通していること、国有林の管理経営・整備に関する各種データ、ノウ
ハウなどを有していることなど、今回の調査を的確に履行出来る機関であ
る。また、本調査項目のうち、立木調査は、「里山再生ガイドライン」を作成
（検討）する上ででの基礎データとなるものであり、林分の現況、里山整備
のための選木、整備による林分の推移データーの把握を行うものであるた
め、収穫調査もしくはそれ以上の精度を有することから、立木調査に関す
る高度な技術が必要であること、さらに、里山（再生）整備による景観変化
の評価及び地域性、植生景観、文化性、生物多様性等の観点から里山管
理方法の考察については、調査対象国有林の地理的、社会的条件、地域
事情及び国有林の管理経営方針等を熟知した機関でなければ履行できな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1318 （財）林野弘済会
世界文化遺産の国有林野の森
林景観の回復・保全指針作成の
ための調査委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年8月3日 5,565,000

本事業は、世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の周辺森林としてふ
さわしい景観のあり方を検討し、その森林景観の回復・保全指針を作成す
るものであり、技術士及び林業技師の資格者を有し、かつ対象国有林の特
徴及び管理経営について熟知し、対象国有林の森林景観の回復・保全方
策の調査・分析を行える相手方を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1319 （財）林野弘済会
平成１７年度越美山地緑の回廊
に関するモニタリング調査委託

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年9月15日 2,940,000

過去に白山山系「緑の回廊」や里山再生推進モデル事業のモニタリング調
査を受注するなど、業務内容に精通していること、国有林の管理経営・整
備に関する各種データ、ノウハウなどを有していることなど、今回の調査を
的確に履行出来る期間である。また、本調査項目のは、今後定期的に行う
調査の基礎データとなるものであり、学術的の観点から相当の精度を要す
ることから、立木調査に関する高度な技術が必要である。さらに、調査結果
をもとに越美山地緑の回廊が周辺地域へ及ぼす影響等について分析し考
察することが必要であるため、地域事情及び国有林の管理経営方針等を
熟知した機関でなければ履行できないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1320 （財）林野弘済会 木製路面排水帯の購入

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成18年3月1日 8,102,574
当該物品の販売を行っているのは1者のみであることから、会計法第29条
の3第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

 

1321
独立行政法人森林総合
研究所

竜ノ口山国有林における山地森
林水保全機能調査請負代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本　博昭
（大阪市北区天満橋1丁
目8-75）

平成17年6月1日 3,990,000

本調査は森林施業と水流出との関係を探るための調査であり、森林総合
研究所（旧林業試験場）が当該地区に昭和１２年に量水堰等の観測施設を
自ら設置して調査を実施してきているところであり、その解析結果を利用し
ている。当該地区で継続観測を行い分析出来る者は森林総合研究所以外
に無いことから、会計法29条の3の4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

 

1322 （財）林野弘済会 現場技術業務委託

分任支出負担行為担当
官
京都大阪森林管理事務
所長
村上　幸一郎
（京都市上京区西洞院
通下長者町下ル丁子風
呂町102）

平成17年6月13日 2,625,000
当該業務は山間奥地における国有林林道の災害復旧に関する特殊な技
術に精通している者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1323 （財）林野弘済会
古谷林道２９林班線新設工事現
場技術業務委託

分任支出負担行為担当
官
岡山森林管理署長
浪岡　保男
（津山市小田中228-1）

平成17年7月21日 3,097,500

当該業務は、山間奥地における国有林林道の開設に際し、林道の規格・
構造に精通し、山間地形に応じた作設技術者を有する機関を選定する必
要があり、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1324 （財）林野弘済会
第二野路山林道新設工事現場
技術業務委託

分任支出負担行為担当
官
広島森林管理署長
村上　不二男
（広島市中区吉島東3丁
目2-51）

平成17年7月14日 2,415,000
当該業務は山間奥地における国有林林道の開設に際し、林道の規格・構
造に精通し、山間地形に応じた作設技術者を有する機関を選定する必要
があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1325 （財）林野弘済会 シダ調査委託

分任支出負担行為担当
官
広島森林管理署長
村上　不二男
（広島市中区吉島東3丁
目2-51）

平成17年7月14日 1,260,000

本事業は、世界文化遺産「厳島神社」の背景林としてふさわしい森林景観
回復のために設定したシダ刈取調査区の追跡調査を行うものであり、国有
林における森林・林業に関する専門的知識を有していることに加え、信用
確実な機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1326 （財）林野弘済会 造林条件調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
広島森林管理署長
村上　不二男
（広島市中区吉島東3丁
目2-51）

平成17年8月25日 1,396,500
当該業務は、国有林における造林事業に関する専門知識に精通している
者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）
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1327 （財）林野弘済会 造林条件調査業務委託請負

分任支出負担行為担当
官
広島北部森林管理署長
秋田　豊樹
（三次市十日市中二丁
目5-19）

平成17年7月19日 1,039,500
当該業務は、国有林における造林事業に関する専門知識に精通している
者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1328 （財）林野弘済会
現場技術業務委託請負（父ケ谷
林道）

分任支出負担行為担当
官
三重森林管理署長
大椿　和夫
（亀山市本町1-7-1）

平成17年6月6日 3,990,000
当該業務は山間奥地における国有林林道の災害復旧に関する特殊な技
術に精通している者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1329 富士ゼロックス（株） コピー保守料金

分任支出負担行為担当
官
三重森林管理署長
大椿　和夫
（亀山市本町1-7-1）

平成17年6月23日 1,313,611
導入しているコピー機のメーカーであり、競争を許さないことから会計法29
条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1330 （財）林野弘済会 現場技術業務委託

分任支出負担行為担当
官
山口森林管理事務所
祐延　邦資
（山口市大字野田35-1）

平成17年9月20日 4,252,500
当該業務は山間奥地における国有林林道の開設に際し、林道の規格・構
造に精通し、山間地形に応じた作設技術者を有する機関を選定する必要
があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1331 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守

分任支出負担行為担当
官
滋賀森林管理署長
飛山　龍一
（大津市瀬田3-40-18）

平成17年4月1日 494,013
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第7号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1332 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
石川森林管理署長
山下　泰司
（金沢市北安江3丁目1-
38）

平成17年5月10日 3,372,000
国有林野の管理経営に関する法律第６条の５に該当し、指定調査機関に
指定されているのは１社のみであり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1333 （財）林野弘済会
白谷池郷林道災害復旧工事現
場技術業務委託

分任支出負担行為担当
官
奈良森林管理事務所
鶴内　則光
（奈良市赤膚町1143-3）

平成17年6月3日 4,830,000
当該業務は山間奥地における国有林林道の災害復旧に関する特殊な技
術に精通している者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1334 （財）林野弘済会
高取山国有林調査・図面作成委
託

分任支出負担行為担当
官
奈良森林管理事務所
鶴内　則光
（奈良市赤膚町1143-3）

平成17年9月26日 134,400
会計法第２９条の３第5項
予算決算及び会計令第９９条第7号

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。
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1335 （財）林野弘済会
黒河山林道外災害復旧工事現
場業務委託

分任支出負担行為担当
官
福井森林管理署長
永井　寛
（福井市大手2丁目11-
15）

平成17年5月9日 4,200,000
当該業務は山間奥地における国有林林道の災害復旧に関する特殊な技
術に精通している者を有する機関を選定する必要があり、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1336 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年6月1日 1,846,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1337 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年12月22日 2,285,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1338
独立行政法人森林総合
研究所

森林被害に関する研究費

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年12月7日 2,965,620

四国局管内で、ニホンジカの生息密度等の調査と植生の被害状況調査の
総合的な調査・分析を行い、報告書を作成しうる高度な専門的知識並びに
体制を備えているのは、当該契約者（森林総合研究所四国支所）のみであ
るため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1339
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度行者林道外４路線
測量設計業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年9月28日 4,977,000
平成17年９月の台風１４号に伴う集中豪雨により発生した林道施設災害の
復旧計画を緊急に作成する業務であり、会計法２９条の３第4項に該当す
るため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1340 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年4月1日 5,986,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1341 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年4月1日 3,255,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1342 （財）林野弘済会 森林図調整等

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年6月1日 2,044,000
森林図の作成・修正作業で専門的知識・技術を要することから当該技術者
を有する者を対象として会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号
を適用

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1343 （財）林野弘済会 庁舎等警備委託業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年4月1日 9,450,000
庁舎警備は、主に職員不在の夜間、休日等に庁舎内外の警備を行うもの
であり、長年の警備業務の実績を有し、信用確実であることから会計法２９
条の３第４項、予決令１０２条の４第１項３号を適用。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1344
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

四万十川地域森林計画区外２流
域別調査業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年11月15日 15,750,000

本業務については、山地荒廃の実態を把握し、治山事業の計画及び実行
に必要な基礎資料の収集を目的とする業務であり、専門性及び特殊性を
有する必要があり、また、高度な調査分析技術等の専門的知見、十分な能
力と経験を有する機関は（財）林業土木コンサルタンツ以外になく、競争を
許さないことから、会計法第29条の３第4項を適用

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1345 （財）林野弘済会 局広報印刷

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成17年4月18日 3,504,060
長年の経験により局広報誌の特質に応じた紙面作成等の業務に精通して
いることから会計法２９条の３第５項、予決令９９条２号を適用。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1346 （社）日本森林技術協会 空中写真（引伸し白黒・カラー）

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
山根　祥生
（高知市丸ノ内１丁目３
－３０）

平成18年3月22日 3,800,110
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1347 （財）林野弘済会
笹ヶ峰山（５１い外２）収穫調査
業務委託代金

分任支出負担行為担当
官
嶺北森林管理署長
渡辺　衛市
（高知県長岡郡本山町
本山850）

平成17年6月6日 2,898,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1348 （財）林野弘済会
尾生山（５４へ外１）収穫調査業
務委託請負金

分任支出負担行為担当
官
嶺北森林管理署長
渡辺　衛市
（高知県長岡郡本山町
本山850）

平成17年10月4日 1,513,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1349 （財）林野弘済会 収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
安芸森林管理署長
内田　安久
（高知県安芸市川北乙
1733-6）

平成17年6月21日 1,696,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1350 （財）林野弘済会 大谷山２００５収穫調査委託契約

分任支出負担行為担当
官
安芸森林管理署長
内田　安久
（高知県安芸市川北乙
1733-6）

平成17年11月24日 1,800,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1351 （財）林野弘済会
鹿食害防止カバー（くわんたい）
の購入

分任支出負担行為担当
官
安芸森林管理署長
内田　安久
（高知県安芸市川北乙
1733-6）

平成17年12月12日 1,627,762
本品は、㈱日本グリーンアンドガーデンが特許権を有し、高知県内での販
売は、大同商事㈱の販売代理店となっている（財）林野弘済会のみである
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1352 （財）林野弘済会 黒尊山収穫調査業務委託金

分任支出負担行為担当
官
四万十森林管理署長
岩口　敬一
（高知県四万十市中村
丸の内1707-34）

平成17年4月22日 5,093,000
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1353 （社）林道安全協会
国有林林道等維持管理業務委
託金

分任支出負担行為担当
官
四万十森林管理署長
岩口　敬一
（高知県四万十市中村
丸の内1707-34）

平成17年9月2日 1,890,000
国有林林道を利用する車両等は、一般道路とは異なる様態のものであり、
特に林道の維持管理に精通している者を相手方として選定する必要があ
ることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1354 （財）林野弘済会 自動車賠償責任保険

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２番７号）

平成18年2月14日 4,314,290
自動車賠償責任保険料は定められた金額であり何処の代理店と契約して
も金額は変わらないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

18年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わな
いものとしたもの（車両整
備と併せて整備工場等を通
じて契約）

1355
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

湧出山林道外１路線災害調査業
務

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年8月2日 4,704,000
７月の豪雨により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業
務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1356
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

大官山林道外１３路線災害調査
業務

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年9月21日 10,605,000
９月の台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業
務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1357
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

木浦谷林道外４路線災害調査業
務

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年10月14日 17,325,000
９月の台風により発生した林道施設災害の復旧計画を緊急に作成する業
務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1358 （社）林道安全協会
国有林林道等の交通安全管理
業務委託

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年4月1日 8,400,000

当業務は、林道等における一般利用者の交通安全確保を期するため、林
道の実態調査、安全指導及び安全意識の普及啓蒙活動をおこなうもので
あり、国有林林道の規格構造に精通し、会員の情報ネットワークを有し、十
分な能力と経験を有する機関は（社）林道安全協会以外にはなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1359 （財）水利科学研究所
平成１７年度渓流生態系に配慮
した治山施設等の整備指針の作
成調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年10月3日 9,527,700

　企画競争。本事業は、高度な専門的知識及び調査の趣旨・目的に合致し
た調査能力を有していることが必要であることから、企画競争を行い、選定
委員会において当該業者の企画案を選定し、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

1360
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

治山実施設計業務（町田湧出山
１地区外１２）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年7月25日 50,190,000
　７月の豪雨により発生した大規模な山地災害の復旧計画を緊急に作成
する業務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1361
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

治山実施設計業務（鹿遊地区外
１０）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年9月16日 43,995,000
　９月の台風１４号により発生した大規模な山地災害の復旧計画を緊急に
作成する業務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1362
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

平成１７年度雲仙岳・眉山地域
治山事業総合調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年1月20日 9,501,450

　企画競争。本事業は、高度な専門的知識及び調査の趣旨・目的に合致し
た調査能力を有していることが必要であることから、企画競争を行い、選定
委員会において当該業者の企画案を選定し、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

1363
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

治山流域別調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年1月31日 11,515,350

　企画競争。本事業は、高度な専門的知識及び調査の趣旨・目的に合致し
た調査能力を有していることが必要であることから、企画競争を行い、選定
委員会において当該業者の企画案を選定し、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）

1364
（財）林業土木施設研究
所

治山実施設計業務（岩山地区外
４）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年9月16日 25,410,000
　９月の台風１４号により発生した大規模な山地災害の復旧計画を緊急に
作成する業務であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降公募手続
を導入）

1365
独立行政法人森林総合
研究所

去川地区における山地森林水保
全機能調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年5月31日 4,021,500

本調査は森林施業と水流出との関係を探るための調査であり、森林総合
研究所（旧林業試験場）が当該地区に昭和３４年に量水堰等の観測施設を
自ら設置して調査を実施してきているところであり、その解析結果を利用し
ている。当該地区で継続観測を行い分析出来る者は森林総合研究所以外
に無いことから、会計法29条の3の4項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1366
独立行政法人森林総合
研究所

平成１７年度桜島地区の土石流
の発生と流動に及ぼす土質・地
形条件調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年10月3日 20,000,000

　土石流については、現時点では過去の調査・研究事例から、流動化継続
の地形条件、土質条件が推定されているところであるが、これらは定性的
に把握されているにすぎない。このため、当該調査は、桜島地区における
土石流の発生要因を解明して今後の効果的な治山施設整備等に反映させ
るため、崩壊・流動化を誘起しやすい土の特性についての現地調査及び
桜島の試料を用いた実験等を行い、流下経路に沿った地形条件に規定さ
れる流動深、流速等を数値化・定量化するものである。調査・実験に当たっ
ては、これまでの経験を踏まえた斜面崩壊の長距離流動に及ぼす地形的
条件についての卓越した専門知識や総合解析能力が必要である。また、
流動化に係る特殊な実験施設、機器等も森林総合研究所においては自ら
設置・整備していることから、これらの解析等をおこなえる者は当該事業者
しかなく、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1367 （社）林道安全協会 保安林管理道等維持管理業務

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年2月21日 1,155,000
　本事業は、高度な専門的知識及び調査の趣旨・目的に合致した調査能
力を有していることが必要であることから、随意契約審査委員会において
決定し、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1368 （社）日本森林技術協会 緑の回廊モニタリング調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年6月20日 2,572,500

当該調査は、専門的な知識に加え、過去における基礎データの蓄積や解
析のノウハウ、国有林野における森林施業及び緑の回廊の設定と取り扱
い等に精通した高度な知識を必要とすることから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1369 （社）日本森林技術協会 生態系モニタリング調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年10月3日 3,202,500

当該調査は、専門的な知識に加え、屋久島における生態系調査の経緯や
調査結果、国有林野における森林施業及び緑の回廊の設定と取り扱い等
に精通した高度な知識を必要とすることから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1370 （財）林野弘済会
境界検測及び境界測量（境界標
識の補修・増設・改設等）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年2月2日 2,257,500

少額随契であり、会計法第２９条の３第５項に該当するため。
なお、競争参加資格名簿（測量）に登録及び境界検測に精通し確実に実行
する能力があり、これまでの実績を総合的に勘案した３者に見積案内し、
最低価格見積者と契約した

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1371 （社）日本森林技術協会
九州中央山地希少野生動植物
保護管理対策

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年7月4日 2,799,300

九州中央山地に生息する国内希少野生動植物種ゴイシツバメシジミの生
息状況及び保全措置等に関する専門的な知識を有し、また、国有林野に
おける森林施業に関し精通した知識が必要である。基礎データの蓄積及
び解析のノウハウ等を有し他者に調査させることは不利と認められ、会計
法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1372 （社）日本森林技術協会
やんばる地域希少野生動植物
種保護管理対策

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年7月12日 4,410,000

沖縄北部やんばる地域のみに生息する国内希少野生動植物種ノグチゲ
ラ、ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネの生息状況及び保全措置等に
関する専門的な知識を有し、また、国有林野における森林施業に関し精通
した知識が必要である。基礎データの蓄積及び解析のノウハウ等を有し他
者に調査させることは不利と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1373 （社）日本森林技術協会
アマミノクロウサギ希少野生動植
物種保護管理対策

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年7月22日 1,680,000

奄美大島に生息する国内希少野生動植物種アマミノクロウサギ等の生息
状況及び保全措置等に関する専門的な知識を有し、また、国有林野にお
ける森林施業に関し精通した知識が必要である。基礎データの蓄積及び
解析のノウハウ等を有し他者に調査させることは不利と認められ、会計法
第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1374 （社）林道安全協会
国有林林道等の維持管理業務
委託

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年12月14日 6,930,000
・（社）林道安全協会は国有林林道等の利用者を会員とした法人であり、国
有林林道の利用の実態把握をはじめ維持管理業務に精通した唯一の者で
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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1375 （社）林道安全協会
国有林林道等の維持管理業務
委託

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年2月9日 7,035,000
・（社）林道安全協会は国有林林道等の利用者を会員とした法人であり、国
有林林道の利用の実態把握をはじめ維持管理業務に精通した唯一の者で
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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1376
（財）林政総合調査研究
所

平成１７年度スギ材等の新市場
開拓調査

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田　泰助
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成17年8月1日 6,750,000

本調査においては、調査の目的と内容からスギ等の板材の需要動向、そ
の流通・消費実態等に関する調査について十分な知見と経験があることが
条件となり、これまでの実績等を通じて、本調査に必要な専門的知識と国
有林の内情にも精通している等その特殊性により競争を許さないことから
会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1377 （社）日本森林技術協会 空中写真

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年3月16日 2,393,550
購入する区域の空中写真の複製について、森林航測に使用できる複製技
術を有しているのは、現在のところ（社）日本森林技術協会しかなく、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。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1378
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

測定業務の審査委託

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年1月27日 177,891 少額随意契約であり、会計法２９条の３第５項に該当するため
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1379 （財）林野弘済会 測定業務の審査委託

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
山田　壽夫
（熊本県熊本市京町本
丁２－７）

平成18年1月25日 370,492 少額随意契約であり、会計法２９条の３第５項に該当するため
見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

1380 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
佐賀森林管理署長
立花　登
(佐賀県佐賀市成章町
2-11)

平成17年6月3日 1,456,912
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1381 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
佐賀森林管理署長
立花　登
(佐賀県佐賀市成章町
2-11)

平成18年1月17日 1,129,635
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1382 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
熊本南部森林管理署長
小島　善雄
（熊本県人吉市西間上
町２６０７－１）

平成17年8月24日 2,388,253
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1383 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
熊本南部森林管理署長
小島　善雄
（熊本県人吉市西間上
町２６０７－１）

平成17年10月7日 3,635,583
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1384 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
熊本南部森林管理署長
小島　善雄
（熊本県人吉市西間上
町２６０７－１）

平成18年1月31日 3,564,277
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1385 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
大分西部森林管理署長
井田　篤雄
(大分県日田市中城町
1-1)

平成17年6月17日 1,645,596
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1386 （財）林野弘済会
土地売払予定物件特定調査事
業

分任支出負担行為担当
官
宮崎北部森林管理署長
児玉　孝一
(宮崎県日向市日知屋
17371-1)

平成18年1月6日 1,522,500
高度な知識等を必要とするため、契約履行可能者が特定の者に限定され
ることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度から直ちに一般
競争入札に移行）

1387 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
(宮崎県西都市大字妻
909－5)

平成17年10月3日 2,827,284
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1388 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署長
久保田　貢
（宮崎県宮崎市柳丸町
388-5）

平成17年12月6日 3,339,848
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1389 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署長
久保田　貢
（宮崎県宮崎市柳丸町
388-5）

平成18年1月16日 3,569,504
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1390 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署長
久保田　貢
（宮崎県宮崎市柳丸町
388-5）

平成18年1月16日 1,777,289
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1391 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署都城支
署長
木村　壽
（宮崎県都城市立野町
3655-1）

平成17年8月29日 2,605,610
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1392 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署都城支
署長
木村　壽
（宮崎県都城市立野町
3655-1）

平成17年8月29日 4,164,300
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1393 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署都城支
署長
木村　壽
（宮崎県都城市立野町
3655-1）

平成18年2月9日 5,895,042
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1394 （財）林野弘済会 平成17年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎南部森林管理署長
武藤　卓史
(宮崎県日南市飫肥5-
3-45)

平成17年8月4日 4,813,734
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1395 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
宮崎南部森林管理署長
武藤　卓史
(宮崎県日南市飫肥5-
3-45)

平成18年1月24日 2,169,906
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1396 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
北薩森林管理署長
狩野 誠
(鹿児島県薩摩川内市
鳥追町15-7)

平成17年6月14日 2,338,875
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1397 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
鹿児島森林管理署長
長友　壽助
（鹿児島市浜町１２番１
号）

平成17年8月24日 3,042,676
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1398 （財）水利科学研究所
桜島地区治山事業（土石流形態
調査）

分任支出負担行為担当
官
鹿児島森林管理署長
長友　壽助
（鹿児島市浜町１２番１
号）

平成17年5月16日 3,045,000

本業務については、昭和５５年より実施し、土石流の実態を定量的に把握
するため現地観測及び解析を行い、治山計画の基礎資料とする業務であ
り、林業土木の設計諸般に関する調査で高度な知識並びに専門的な知識
を有し、過去に実施した資料等を加味した総合分析を必要とするため、専
門的知見、十分な能力と経験を有する機関は（財）水利科学研究所以外に
はなく、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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1399
（財）林業土木コンサルタ
ンツ

桜島地区治山事業｛山地保全計
画調査（山腹緑化工追跡調査）｝

分任支出負担行為担当
官
鹿児島森林管理署長
長友　壽助
（鹿児島市浜町１２番１
号）

平成17年5月27日 4,725,000

本業務については、山腹緑化工箇所の実態を定量的に把握するために現
地観測及び解析を行い治山計画の基礎資料を得るための業務で、平成１
２～１６年度山腹緑化工調査報告書に基づき、治山計画の基礎資料とする
業務であり、林業土木の設計諸般に関する調査で高度な知識並びに専門
的な知識を有し、過去に実施した資料等を加味した総合分析を必要とする
ため、専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は（財）林業土木コン
サルタンツ以外にはなく、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

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1400 （財）林野弘済会 収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
鹿児島森林管理署長
長友　壽助
（鹿児島市浜町１２番１
号）

平成18年2月3日 2,876,637
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1401 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
大隅森林管理署長
新地　憲一
(鹿児島県鹿屋市下堀
町2926-3)

平成17年7月1日 2,675,057
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1402 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
大隅森林管理署長
新地　憲一
(鹿児島県鹿屋市下堀
町2926-3)

平成17年7月1日 1,945,369
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1403 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
大隅森林管理署長
新地　憲一
(鹿児島県鹿屋市下堀
町2926-3)

平成17年9月9日 907,365
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）
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1404 （財）林野弘済会 平成１７年度収穫調査委託

分任支出負担行為担当
官
大隅森林管理署長
新地　憲一
(鹿児島県鹿屋市下堀
町2926-3)

平成17年12月8日 1,202,465
本業務については、専門性及び特殊技能を有する必要があり、また、国有
林野の管理経営に関する法律第６条の５に基づき指定された唯一の機関
であり、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1405 東日本電信電話（株） 電話料

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1月13日 1,411,046
災害緊急用として対応可能な相手方は、東日本電信電話（株）しかな
く、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1406 日本郵政公社 後納郵便料

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

平成17年12月14日 3,228,409
郵便法又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便
及び信書の送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、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。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1407 日本郵政公社 後納郵便料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五
丁目９ー１６）

平成17年4月1日 7,915,945
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1408 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五
丁目９ー１６）

（平成17年4月1日） 1,766,666
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1409 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五
丁目９ー１６）

（平成17年4月1日） 19,939,958
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1410 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五
丁目９ー１６）

（平成17年4月1日） 2,558,766
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1411 （株）エヌ・ティ・ティ 電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五
丁目９ー１６）

（平成17年4月1日） 13,842,224
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1412 東日本電信電話（株） 電話料

宮城北部森林管理署長　
日高瑞記　宮城北部森
林管理署
宮城県大崎市古川東町
５－３２

（平成17年4月1日） 1,315,136
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1413 東日本電信電話(株) 電話料

分任支出負担行為担当
官
津軽森林管理署長
中野渡　均
青森県弘前市豊田２丁
目　２－４

（平成17年4月1日） 1,381,025
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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1414 東日本電信電話(株） 電話料

分任支出負担行為担当
官
青森森林管理署長
青森市篠田三丁目22-
16

（平成17年4月1日） 1,184,501
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1415 東日本電信電話(株) 電話料

分任支出負担行為担当
官
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二
番町１－２７）

（平成17年4月1日） 1,342,063
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1416
富士ゼロックス株式会
社　山形営業所

ゼロックス賃貸借料外

分任支出負担行為担当
官
山形森林管理署最上支
署長　石上公彦
最上郡真室川町大字新
町字下荒川２００－１
１

平成17年4月1日 1,592,821
賃借料は会計法２９条の３第５項　予決令９９条第４号　保守契約は
その機械によるものであるため会計法２９条の３第４項を適用

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1417 東日本電信電話（株） 電話料
分任契約担当官
下北森林管理署長　上
村　清

（平成17年4月1日） 1,207,223
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1418 青森県木材協同組合
委託販売手数料　　　　　　　
　　　　　　６８７．０３４
ｍ３

分任契約担当官
下北森林管理署長　上
村　清

平成18年3月15日 3,534,789

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの業務を的確に遂行
できることやこれらの業務を遂行するに足りる資力・信用がある市場
（問屋業者）など相手先を特定する必要があるため（予決令第９９条
第２４号）

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1419
東日本電信電話(株)宮
城支店

電話料

分任支出負担行為担当
官
盛岡森林管理署長
盛岡市北山二丁目２－
４０

（平成17年4月1日） 1,024,888
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1420 富士ゼロックス（株） コピー機プリント料

分任支出負担行為担当
官　山形森林管理署長　
井上幹博　山形県寒河
江市元町１丁目１７番
２

平成17年4月1日 1,172,759
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社から購入するのに比
べ設置料等を考慮すると現契約者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1421
東日本電信電話（株）
宮城支店

電話料

分任支出負担行為担当
官
岩手南部森林管理署長　
福士　始
（岩手県奥州市水沢区
東上野町１２－１７）

（平成17年4月1日） 1,267,335
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さない。（会計法第29条
の3第4項）

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1422
富士ゼロックス株式会社 
秋田営業所

複写機賃貸借・保守契約H17.4.1
～18.3.31

分任支出負担行為担当
官　秋田森林管理署長　
小野順一郎

平成17年4月1日 1,192,000
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社から購入するのに比
べ設置料等を考慮すると現契約者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

1423 ＮＴＴ東日本長野支店 電話料

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-
5）

平成17年4月1日 1,562,403
事業経営上の必要に基づき電話を使用するものであり、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1424
日本郵政公社長野中央
郵便局

後納郵便料

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-
5）

平成17年4月1日 3,692,590
事業経営上の必要に基づき郵便を使用するものであり、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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1425 ＮＴＴ東日本長野支店 電話料

分任支出負担行為担当
官
木曽森林管理署南木曽
支署長　松本誠司
（長野県木曽郡南木曽
町読書3650-2）

平成17年4月1日 1,185,511
事業経営上の必要に基づき電話を使用するものであり、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1426 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１
丁目８－７５)

平成17年4月18日 20,781,219
電話使用に当たり、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。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1427 大阪中央郵便局 後納郵便料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１
丁目８－７５)

平成17年4月18日 3,386,054
郵便法又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する郵便
及び信書の送達が可能な事業者は、日本郵政公社以外になく、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。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1428 （株）エヌ．ティ．ティ 電話料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
(熊本県熊本市京町本
丁2-7)

平成17年4月12日 5,368,175
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1429 熊本中央郵便局 後納郵便料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
(熊本県熊本市京町本
丁2-7)

平成17年4月11日 13,910,502
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1430 ＮＴＴ西日本　福岡支店 電話料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
(熊本県熊本市京町本
丁2-7)

平成17年4月14日 1,726,065
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1431 （株）エヌ．ティ．ティ 電話料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
(熊本県熊本市京町本
丁2-7)

平成17年5月17日 3,464,537
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1432 （株）エヌ．ティ．ティ 電話料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
(熊本県熊本市京町本
丁2-7)

平成17年10月12日 2,888,935
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1433 ＮＴＴ西日本　福岡支店 電話料

分任支出負担行為担当
官
福岡森林管理署長
石澤尚史
福岡市早良区

平成17年4月1日 1,670,442
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1434
ＮＴＴ西日本　福岡支
店

電話料

分任支出負担行為担当
官
長崎森林管理署
署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番
２０号）

平成17年9月26日 1,097,167
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1
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1435 ＮＴＴ西日本 電話料

分任支出負担行為担当
官
熊本森林管理署長
塚本兼三
熊本県菊池市隈府９０
７

平成17年4月1日 1,377,217
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1436
ＮＴＴ西日本　福岡支
社

電話料

分任支出負担行為担当
官
熊本南部森林管理署長
小島　善雄
熊本県人吉市西間上町
２６０７―１

平成17年4月5日 1,471,978
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1437 ＮＴＴ西日本 電話料

分任支出負担行為担当
官
大分森林管理署長
肥後　幸男
(大分県大分市王子北
町３－４６)

平成17年4月1日 1,228,726
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1438 NTT西日本　福岡支店 電話料

分任支出負担行為担当
官
宮崎北部森林管理署長
児玉　孝一
宮崎県日向市日知屋
17371-1

平成17年4月1日 1,127,765
契約相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第４
項に該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1439 ＮＴＴ西日本　福岡支店 電話料

分任支出負担行為担当
官
宮崎森林管理署長
久保田 貢
宮崎市柳丸町３８８－
５

平成17年4月1日 1,342,318
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法２９条の３第
４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1440 ＮＴＴ西日本　福岡支店 電話料

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
島田泰助
熊本市京町本丁2-7

平成17年4月7日 2,576,460
契約の相手方が特定の者に限定されるもであり、会計法第29条の3第4項
に該当する。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1441 ＮＴＴ西日本 電話料

分任支出負担行為担当
官
鹿児島森林管理署長
長友　壽助
（鹿児島市浜町１２番
１号）

平成17年4月1日 1,134,815
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会計法第２９条の３
第４項に該当するため

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1442 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長
安室　正彦
鹿児島県熊毛郡屋久町
安房166-5

平成17年4月18日 1,120,644
契約相手方が特定の者に限定されるものであり会計法29条の3第4項に
該当するため。

その他のもの
―
（随意契約によらざるを得な
いもの）

1

1443
（社）漁業情報サービス
センター

平成１７年度水産物流通グロー
バル化対策委託業務一式

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

平成17年4月1日 17,929,000

本事業については、水産物の需給等総合的な把握が必要であり、このよう
な生産・流通・消費にわたる専門的な知識及び経験を有する人材、リアル
タイムでの情報の整理分析を行うための設備を有し、効率的かつ効果化
的に事業を実施できる機関は、（社）漁業情報サービスセンター以外に無
く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1444
（社）漁業情報サービス
センター

平成１７年度外国漁船漁獲量等
集計委託業務一式

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

平成17年4月1日 9,834,000

本事業については、関係国との間の協定に基づき外国漁船の操業に係る
漁獲量等の情報を効率的に集計し、適切な取締り及び漁獲割当量管理に
反映するため処理・加工した情報を関連部署に提供するための技術及び
知見が必要であり、秘匿性を必要とするものであるが、その技術等を備
え、H１６年度事業から稼働している新プログラムによる確実な実施ができ
る団体は（社）漁業情報サービスセンター以外にはなく、競争を許さないた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1445
（社）漁業情報サービス
センター

平成１７年度資源管理体制・機
能強化総合対策業務（うち社会
経済的情報検討を除く）一式

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

平成17年4月1日 284,975,000

本事業については、TAC管理等のために新たに開発されたソフトウエアに
より国、都道府県、漁協等を結ぶネットワーク及び関連情報データベース
等からなる複雑なシステムを用いて漁獲量の集計等をおこなうものであり、
システムに精通した者が実施することが不可欠。また当法人は設立以来、
漁業操業に不可欠な各種情報を提供してきており、全国主要漁港で漁獲
情報等の収集、漁業資源調査データの解析等を手がけ、独自の専門的ノ
ウハウを有している。さらに当法人は公益法人であり、公共性、公平性や
データの取扱についての秘匿性も高いことなどから事業目的を達成できる
唯一の団体であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1446
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度資源管理体制・機
能強化総合対策業務（うち社会
経済的情報検討）一式

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

平成17年4月1日 11,451,000

本事業については、ＴＡＣ制度、ＴＡＣの対象資源を採補する漁業やその経
営の特徴、対象魚種の資源動向等に加え、社会経済研究についての高度
の知識や専門性が必要であるが、これらの専門分野について網羅的に研
究を実施し、TAC制度に係る研究を組織的に実施している法人は独立行
政法人総合研究センター以外にない。加えて、調査・研究について関係大
学等との連携、共同事業の統括等に豊富な経験を有している。これらのこ
とから、当法人は事業目的を達成できる唯一の団体であり競争を許さない
ため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1447
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度遠洋漁業管理調査
委託業務一式のうち
科学オブザーバー乗船に係る科
学情報収集調査

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

平成17年4月1日 108,727,000

　本事業は、国際的な資源管理措置が行われている遠洋漁業資源につい
て、各地域漁業管理機関の勧告等に基づいて我が国遠洋漁船に科学オブ
ブザーバーを乗船させて資源調査等を行う事業であり、事業実施に際して
は、各地域漁業機関の勧告等について十分熟知している者で、かつ関係
水域における資源状況や我が国遠洋漁業の操業実態等を把握している者
でなければならない。また、科学オブザーバー乗船期間中でも、協力漁船
にとっては通常の操業活動であり、操業実態が同業船等に漏れないよう中
立的かつ公正な立場の者でなければならない。更に本事業が適切に実施
されなかった場合には、国際的な批判を受けるだけでなく、各水域での漁
獲枠の削減等遠洋漁業資源の安定供給に大きな支障を与えることとなる。
以上の理由により、当該団体は本事業についての専門性、特殊性及び公
平性を有しており、競争をゆるさないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1448
（社）漁業情報サービス
センター

平成１７年度遠洋漁業管理調査
委託業務一式のうち公海漁業等
情報収集・解析事業（まぐろ漁業
管理費のうち情報収集・解析分）

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

平成17年4月1日 96,472,000

　本事業は、国際的な資源管理措置が行われているまぐろ資源について、
各地域漁業管理機関の勧告等を我が国漁業者に遵守させるため、ＶＭＳ
を活用し我が国まぐろ漁船の操業実態の把握等を行う事業であり、事業実
施に際しては、衛星通信や情報処理技術に専門的知見を有しているだけ
ではなく、各地域漁業管理機関の規制措置や、我が国かつお・まぐろ漁業
の実態について包括的に精通している者でなければならない。また、取締
りの適切な実施のため、法令等に基づき報告された漁獲報告とＶＭＳによ
り得られた情報の整合性の確認を行う必要性があり、我が国漁業関係法
令に精通した者でなければならない。以上の理由により、当該団体は本事
業についての専門性、特殊性及び把握した情報の秘匿性を有するので競
争をゆるさないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1449 （財）日本鯨類研究所
平成１７年度鯨資源調査等対策
委託業務一式

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

平成17年4月1日 431,543,000

　本事業について、財団法人日本鯨類研究所は長年我が国政府が計画す
る南氷洋鯨類捕獲調査事業及び北西太平洋鯨類捕獲調査事業を実施し、
それらの調査手法及び試験研究結果などは毎年開催される国際捕鯨委員
会年次会合科学小委員会において発表され、国際的に高く評価されるとと
もにその調査の手法の妥当性は厚く信頼されている。更に同団体は国際
捕鯨委員会が計画した南半球鯨類資源調査(IDCR/SOWER)を実施し、南
氷洋におけるミンク資源量推定に必要な重要な科学情報を提供した実績
を有する。
　我が国においては、財団法人日本鯨類研究所以外には南氷洋等の特殊
な条件下において国際捕鯨委員会が認めた調査手法に則って、鯨類に関
する高度な試験研究機関は存在しておらず、また、本事業の遂行にあたっ
て、我が国における鯨類及びまぐろ類のＤＮＡ分析及び判別に関する研究
をおこなっている機関を調査したところ、限られた研究機関しか行っておら
ず、その中でもＤＮＡの分析過程にある①ＤＮＡ抽出・精製、②ＰＣＲ反応、
③クローニング、④シークェンシングに関する研究施設及び技術を有してい
るのは、財団法人日本鯨類研究所が唯一である。
　従って、事業目的を達成出来る唯一の団体であり競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1450
（社）責任あるまぐろ漁業
推進機構

平成１７年度責任あるまぐろ漁業
実践推進調査委託業務一式

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

平成17年4月1日 14,588,000

  本事業の対象魚種であるまぐろ類は、国際漁業管理機関において資源
管理措置が行われているが、この管理措置外で操業を行っているFOC漁
船等の活動が問題となっている。そのため、FOC漁船等の活動実態及びま
ぐろ類の輸入実績の調査等を行い、FOC漁船等を廃絶するために必要な
対策を講ずる基礎資料が必要であると同時に、地域漁業管理機関に対し
適切な対応を行う必要がある。現在、責任あるまぐろ漁業の推進を図るた
め、生産者、輸入業者、流通業者、消費者が参画して平成１２年に設立さ
れた社団法人責任あるまぐろ漁業推進機構が、国内で唯一、日本、台湾、
中国、韓国及びフィリピン、インドネシア等のまぐろ漁業生産者、組合が会
員となり、世界の約９割の遠洋大型まぐろ延縄漁船が加入している。この
ため、関係団体を通じ、日本にまぐろ類を輸入する漁船の情報や資源管理
の枠外で操業するＦＯＣ漁船の操業実態や漁獲実態等についての情報を
収集できる唯一の団体である。
　従って、事業目的を達成できる唯一の団体であるため競争を許さないた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1451
（社）漁業情報サービス
センター

平成１７年度中西部太平洋カツ
オ・マグロ資源適正管理促進委
託業務一式

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

平成17年4月1日 33,212,000

　本事業は、平成１６年に発効したＷＣＰＦＣの条約水域で操業する我が国
かつお・まぐろ漁業の安定的な操業を確保するため、漁獲した位置、魚種、
数量等を自動的に把握し、かつ、小型漁船にも導入が容易なロボットオブ
ザーバーシステムの開発を目的としている。
　本事業を実施する者は、衛星通信や情報処理技術に専門的知見を有し
ているだけでなく、各地域漁業管理機関の規制措置、我が国かつお・まぐ
ろ漁業の実態について包括的に精通している者であり、かつ、これまで蓄
積した情報やシステムと一貫性を保った上で開発・運用等を行える者でな
ければ、従来のオブザーバーとロボットオブザーバー間で、管理・運用が大
きく変更され、的確な操業実態の把握に支障を来す恐れがあり、これまで
の各地域漁業管理機関における我が国の対応との一貫性がなくなる恐れ
がある。
　当該団体は従前から衛星通信を介したかつお・まぐろ類の資源管理等を
行うシステムが整備されており、我が国漁船の漁獲情報や専門的知識を
有する漁獲データ等について的確に把握してきた実績があり、公共性、公
平性を有し確実に秘匿性の保証が可能である社団法人であるため、事業
目的を達成できる唯一の団体であり競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1452
（社）海外水産コンサルタ
ンツ協会

平成１７年度新水産協力展開推
進委託業務一式

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

平成17年4月1日 35,659,000

本事業は、開発途上国の沿岸域に魚礁を設置し、当該魚礁を用いて、開
発途上国漁業関係者に対し、モニタリング技術を指導することにより、開発
途上国における水産資源管理に関する啓発・普及を図ることを目的とする
事業である。本事業を実施するに当たっては、開発途上国に対する各種水
産協力について豊富な知見を有し、また、相手国との協力体制を維持・継
続することが必要であるため、高い公益性を有する団体がこれを実施する
ことが求められる。このような要件を満たす団体は、開発途上国に対する
水産協力について豊富な知見を有し、団体設立当初から、相手国との緊
密な協力体制を構築・継続しており高い公益性を有する社団法人海外水
産コンサルタンツ協会のみである。よって、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1453 （社）マリノフォーラム２１
Ｈ１７年度有明海環境改善技術
開発委託業務一式

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

平成17年4月1日 373,527,000

本事業は、有明海における海域環境の改善と漁業の振興を図るため、漁
業者等からの意見を聞いた上で二枚貝資源の生産回復に資する海域環
境改善技術の現地実証を行うものである。これらの事業実施においては、
県、大学、関係機関等との強力な連携の下、覆砂、耕耘等の施工方法、関
係設備等の設計、製作及び水質、底質等の環境調査に関する長年のデー
タ蓄積と専門的な知見、能力、人材が必要である。社団法人マリノフォーラ
ム２１は、民間団体、大学、都道府県試験研究機関との連係の下で本事業
の内容と密接に関連する貧酸素対策等の水質改善技術、覆砂、耕耘等の
底質改善技術の開発に取り組んできた団体であることから事業目的を達
成できる唯一の団体であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1454
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度放射能調査研究費
による研究開発に係る委託業務
一式

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

平成17年4月1日 76,164,000

本事業は文部科学省所管の提案公募型事業であり、同省による審査を経
て、事業実施主体が決定されるため。
　なお、水産庁所管独法（水研センター、水産大学校）が提案した課題が採
択された場合について、当該事業にかかる予算を文部科学省から水産庁
に移替し、委託契約の事務等を水産庁が実施しているものである。

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

1455
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度原子力試験研究費
による研究開発に係る委託業務
一式

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

平成17年4月1日 6,265,000

本事業は文部科学省所管の提案公募型事業であり、同省による審査を経
て、事業実施主体が決定されるため。
　なお、水産庁所管独法（水研センター、水産大学校）が提案した課題が採
択された場合について、当該事業にかかる予算を文部科学省から水産庁
に移替し、委託契約の事務等を水産庁が実施しているものである。

その他のもの ―
文部科学省か
らの移替予算

1456
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度地球環境研究総合
推進費による研究開発に係る委
託業務一式

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

平成17年4月1日 47,807,000

本事業は環境省所管の提案公募型事業であり、同省による審査を経て、
事業実施主体が決定されるため。
　なお、水産庁所管独法（水研センター、水産大学校）が提案した課題が採
択された場合について、当該事業にかかる予算を環境省から水産庁に移
替し、委託契約の事務等を水産庁が実施しているものである。

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

1457
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度地球環境保全等試
験研究費による研究開発に係る
委託業務一式

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

平成17年4月1日 36,093,000

本事業は環境省所管の提案公募型事業であり、同省による審査を経て、
事業実施主体が決定されるため。
　なお、水産庁所管独法（水研センター、水産大学校）が提案した課題が採
択された場合について、当該事業にかかる予算を環境省から水産庁に移
替し、委託契約の事務等を水産庁が実施しているものである。

その他のもの ―
環境省からの
移替予算

1458
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度我が国周辺水域資
源調査等推進対策委託業務一
式

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

平成17年4月1日 1,753,330,000

本事業の調査対象となる我が国周辺水域に分布する魚種は多種多様であ
るため、その資源評価を行うにあたっては、都道府県試験研究機関等との
連携を図りつつ、適切な調査体制の構築、調査の計画立案・実施から解析
までを行う専門的知見と豊富な経験を持つ研究者を数多く擁し、要求され
る調査内容について実施能力を有する独立行政法人水産総合研究セン
ターが唯一無二の機関であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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
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1459
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度国際資源調査等推
進対策委託業務一式

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

平成17年4月1日 1,110,825,000

   国際資源調査は、高度回遊性魚類等、多様な水産資源を扱うため、そ
の全てに適切に対応しうる調査体制の構築、国内外の課題を踏まえた調
査の実施、資源管理に係る助言等を行いうる専門的知見、経験等が必要
であり、このような十分な能力と経験を有する機関は、独立行政法人水産
総合研究センター以外には無く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1460
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度健全な内水面生態
系復元等推進委託業務一式

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

平成17年4月1日 91,895,000

　本事業については、健全な内水面生態系の保全・再生のための技術開
発を行うもので、本事業の実施には、対象とするアユ、渓流魚等に関する
高度な研究能力と、全国の調査フィールドで調査を行う組織力、定量的な
実験を行うための実験施設が必要である。
　水産総合研究センターは、我が国の水産に関する試験、研究を総合的に
実施している唯一の全国的な試験研究機関であり、高度な専門的知識と
豊富な調査・研究経験を持つ研究者を有するとともに、全国的な調査が可
能な組織力及び人工河川などの施設を有する唯一の団体である。従って
競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1461
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度漁港漁場管理と利
用の効率化委託業務一式

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

平成17年4月1日 86,662,000

本事業は漁港漁場における管理利用の高度化を図るシステム開発等を行
うものであり、漁港・漁場の管理に関して地域により管理項目や連携を要
する機関が異なることを踏まえ、現状での各地域における管理・運営に対
する課題に精通しているとともに、管理実態を踏まえた連携体制の構築に
対する提案が行えるだけの知見を有している必要がある。また、本調査で
開発したシステムについて現地制約条件に応じて適切に改良を行えるだけ
の知見を有する機関であることが求められる。財団法人漁港漁場漁村技
術研究所は、この分野の唯一無二の団体であり、また、その他にも関連内
容について優れた実績を有していることから、財団法人漁港漁場漁村技術
研究所以外では本事業を行うことが不可能であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1462
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度生物多様性に配慮
したアマモ場造成技術開発調査
委託業務一式
（アマモ類遺伝的多様性解析調
査）

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

平成17年4月1日 59,734,000

本調査は、アマモの遺伝的分布に関する調査・分析能力、関係機関との調
整能力等が必要である。アマモ遺伝子については、ほとんど解明が進んで
おらす、本事業の中で解析に必要な遺伝子座を新たに発見して使用してお
り、他の研究機関では解析能力を有しない。現地調査については、アマモ
類の生態に関する基礎的知見を有すると同時にアマモの短い繁茂期の間
に関係機関と連携し効率的に全国的に調査を実施する体制が必要であ
る。このような調査・分析能力等を有している機関は独立行政法人水産総
合研究センター以外に無く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1463 （社）マリノフォーラム２１

平成１７年度生物多様性に配慮
したアマモ場造成技術開発調査
委託業務一式
（民間団体等によるアマモ場造
成ガイドライン作成調査）

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

平成17年4月1日 14,216,000

本調査は、アマモ場造成に関する情報収集・分析能力、関係機関との調整
能力等が必要である。アマモ場造成の成否は環境要因に左右されること
から、全国各地の様々な海域で地方公共団体やNPO等が独自の取り組み
を行っており、それらを整理して体系化することが求められている。社団法
人マリノフォーラム２１では従来からアマモ場造成技術の開発に精力的に
取り組むとともに、その過程で全国の自治体やNPOと情報交換等を通じて
協力体制を構築し、さらに環境分野において高い技術力を持つ企業・機関
を会員に有しており、当該機関以外に能力を有している機関が無く、競争
を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1464
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度漁港漁場管理と利
用の効率化委託業務一式

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

平成17年4月1日 18,964,000

　本事業では、産地市場の再編整備、水揚げ港選定支援システムの導
入、大型トラックへのスピードリミッターの導入による輸送規制等によって、
今後の水産物流通の形態が大きく変革することが予想される状況の中、こ
れら水産物流通の形態の変化に対し、今後の水産基盤整備への的確な反
映を図り、効率的な整備と活用を図るために将来の水産物流通の変革に
よる漁業活動や地域経済の影響、水産基盤の利用形態の変化等のシミュ
レーションを実施し、水産基盤の機能強化に向けた計画検討とガイドライン
の策定を行うこととしている。
　全国的に利用できるシミュレーション手法の構築及びガイドラインの策定
のためにはまず、全国的に抽出した現地における調査を行う必要がある
が、各現地で事情が異なることから定型的な調査のみでは対応できず、漁
村地域の実情・特殊性をも加味した調査とする必要がある。
　このため、調査にあたっては、①　全国規模での漁港及び水産物流通に
関する調査・研究体制を有する機関であること、②　全国的な漁港及び水
産物流通に関する高度な学術的知見を有し、本調査全体を総括できる機
関であることが求められる。
　さらに、そこで得られた調査結果をもとに、シミュレーション手法を構築し、
ケーススタディにより、③　必要な分析・解析技術を有する機関であること、
加えて、分析・解析された結果をもとに水産基盤の機能強化に向けた計画
検討と水産基盤整備を行う都道府県及び自治体による整備方針策定を支
援できるガイドラインの策定を行うため、④　国と共同で本調査で得られた
知見に関する情報についての適切な運用が可能な機関であることが求め
られる。
　また、調査、シミュレーション、ケーススタディ、ガイドラインの策定はお互
いに関連を有することから一つの機関で行うことが効率的であり、これら全
て行うことができるのは、、漁港の建設、漁場及び漁村環境の整備に係る
科学技術に関する調査、研究及び開発を一体的に行うことのできる唯一の
機関である、財団法人漁港漁場漁村技術研究所のみであり、事業目的を
達成できる唯一の機関であるから競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1465 （社）フィッシャリーナ協会
平成１７年度漁港漁場管理と利
用の効率化委託業務一式

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

平成17年4月1日 13,452,000

現在、プレジャーボート等による漁港施設の利用の現状は、①数週間前か
ら漁港管理者に利用申請を行い許可を得る必要があること、②煩雑な事
務手続きのため利用者がその利用を敬遠していることなど、利用者に対し
て十分な利便性を提供していない状況にあり、これらが原因となって漁港
利用者がプレジャーボート等を無断で留めたりするなど、放置艇問題への
発展が懸念されている。
　そこで、本事業により、全国の漁港で利用可能な漁港施設利用支援シス
テムを開発・導入することで、申請手続や施設の空き情報の確認が簡素化
されることにより、利便性向上が図られ、また、当該システムの運用の中
で、漁港利用者に対し、漁港施設の利用上のルール・マナーを普及・啓発
し、放置艇問題の解消や都市と農山漁村の共生・対流の推進を図っていく
ものである。
　本事業のシステム開発は、インターネットを活用することにより、利用者
が行う漁港施設の利用申請及び漁港管理者が行う利用許可をすべてパソ
コン上で行えるようにするものであるが、これらの手続きや書類は、各漁港
管理者が漁港管理条例によって規定しており、必ずしも同一ではない。し
たがって、当該システムを全国の漁港管理者が広く活用できるようにする
ためには、これらの開発にあたって、全国の漁港の漁港管理条例の内容
や管理状況を幅広く把握するとともに、利用者側のプレジャーボートが漁港
施設の利用に関してどのようなニーズ、利用形態を望んでいるかに関して
も、利用者の声を代弁できる十分な知識、情報の蓄積が必要となる。
　このため、本事業を委託する機関の条件としては、①全国規模での漁港
管理条例上でのプレジャーボート受け入れ態勢と利用実態、漁港施設利
用の許認可体制等個別漁港毎の行政手続き、行政手続きの電子化に関
する調査・研究体制を有する機関であること。②漁港管理条例、漁船とプレ
ジャーボートの漁港利用の調整、放置艇問題に関する高度な学術的知見
を有していることが求められる。
　以上のことから、フィッシャリーナをはじめ漁港に関する経営システム、管
理運営等の4つの研究会を運営するなど漁港と海洋性レクリエーションとの
調和に配慮した調査研究及びその成果の普及等の事業を実施している団
体である社団法人フィッシャリーナ協会が、本事業を達成できる唯一の機
関であるから、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1466
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式
（有明海における覆砂事業等技
術開発調査継続課題）
（アサリ漁場における底土の物
理特性と減耗要因の解明に関す
る調査新規課題）

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

平成17年4月1日 206,000,000

（有明海における覆砂事業等技術開発調査継続課題）
本調査は、有明海のデータの情報収集・分析能力、関係機関との調整能
力、会議・委員会等の開催する能力が必要であるとともに、昨年度から本
調査について当該機関で実施しており、そのデータを活用する必要がある
ことから、社団法人日本水産資源保護協会以外に能力を有している機関
が無く、競争を許さないため。
（アサリ漁場における底土の物理特性と減耗要因の解明に関する調査新
規課題）
本調査は、干潟に関する情報収集・分析能力、関係機関との調整能力、会
議・委員会等の開催する能力が必要であり、これらの能力を有する機関よ
り公募を行い、社団法人日本水産資源保護協会が選定されており、競争を
許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1467
独立行政法人水産総合
研究センター

平成17年度藻場・干潟生産力等
改善モデル委託業務一式

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

平成17年4月1日 35,734,000

本事業は、磯焼け（藻場群落の大規模な消失をいう）や干潟の生産力低下
という、現在実態が解明されていない現象について、その改善対策手法を
提示するという先駆的な取組である。そのため、藻場や干潟に関する専門
的な知見を有するのはもちろんのこと、原因究明や改善対策手法の効果
検証を行う技術力を有している必要がある。当該団体は、過去、磯焼けや
干潟に関する調査研究を行い報告書にまとめているとともに、過去50年間
の藻場・干潟に関する研究論文800件の分析を行っており、藻場や干潟に
関する知見を十分有している。また、原因究明や改善対策手法の効果検
証を行う技術力として、唯一、干潟浮遊幼生稚貝の分布調査手法や藻場と
海域環境の関係解明モデルを開発しており、そのノウハウを本事業実施に
活用できる団体である。そのため、本事業を効率的かつ効果的に実施でき
る機関は当該団体以外には無く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1468
（財）海洋生物環境研究
所

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年4月15日 159,736,000

　　本事業は、魚介類等のダイオキシン類の蓄積状況、内分泌かく乱物質
の魚介類への影響について明らかにすること等を把握する事業である。実
施にあたっては、ダイオキシン類や内分泌かく乱物質と魚介類に関する知
見、魚種毎の漁獲実態等を総合的に勘案するための知見、飼育実験等の
設備に加えて実験等の均一性の確保および継続性が確保できなければな
らない。
　当該研究所はダオキシン類や内分泌かく乱物質に関する知見や海産生
物等に関して多くのデータ・知見、実験施設を有する。さらに当該研究所
は、過去にダイオキシン類の調査や内分泌かく乱物質に関する毒性試験
法開発に携わった実績があり十分な知識を有しているこっとから、競争を
許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1469
独立行政法人水産大学
校

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年4月21日 1,500,000

　本事業は、内分泌かく乱物質の魚介類への影響について明らかにするた
めに実施している。本事業の実施にあたっては、内分泌かく乱物質に関す
る、最近の動向と最新の知見と技術が必要不可欠である。
　当該団体は、ノニルフェノールの前駆物資であるノニルフェノール1-,2-
,3-エトキシレートを分解する細菌の海浜環境からの分離に成功した唯一
の団体であり、細菌による分解過程に関しても豊富な知識と実績を有して
いる。また、内分泌かく乱物質に関する総合的な知見と技術を有している。
さらに、水産動植物に関する研究の実績もあることから、競争を許さないた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1470
（財）日本食品油脂検査
協会

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年4月21日 6,114,000

　本事業は、魚介類等のダイオキシン類の分析等を行う。実施にあたって
は魚介類等の知見と高度なダイオキシン類分析技術等が必要不可欠であ
る。加えて調査結果の公平性、正確性を確保するため、調査実績のある信
頼できる複数機関への委託が必要である。
　当該機関は、ＪＡＳ法に基づく農林物資に係る検査、格付け機関や、食品
衛生法に基づく指定検査機関となっており、食品に係る分析について十分
な知見を有している。　特に魚介類に係る有害化学物質の分析等に関して
は、十分な知見を有している。さらに過去に水産庁が実施した調査結果に
ついての解析業務を担当しており、データベースが整備されている。このた
め、調査結果の収集・整理、総合的なデータベースの作成及びその正確か
つ迅速な解析等の実施が可能であることから、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1471
（財）日本冷凍食品検査
協会

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年4月21日 15,700,000

　本事業は、魚介類等のダイオキシン類の分析と内分泌かく乱物質による
海産生物への影響評価手法の開発に必要な試験対象生物（海産性甲殻
類）飼育方法を確立するための検討等を行う。実施にあたっては、ダイオキ
シン類の高度な分析技術や魚介類等に関する知見、内分泌かく乱物質に
関する知見が必要であり、また、調査結果の公平性、正確性を確保するた
め、調査実績のある信頼できる複数機関への委託が必要である。　
　当該機関は、ＪＡＳ法に基づく農林物資に係る検査、格付け機関や、食品
衛生法に基づく指定検査機関となっており、食品に係る分析能力は十分信
頼できる。さらに、魚介類等の各種有害化学物質の分析等に関しては、こ
れまでの知見の蓄積や高い分析技術を有しており、過去に魚介類等のダ
イオキシン類の分析業務や海産性甲殻類についての内分泌かく乱物質に
関する毒性試験法の開発に携わった実績から、十分な知見と技術を有して
いることから、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1472 （社）自然資源保全協会
平成１７年度国際資源調査等推
進対策委託業務一式

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

平成17年4月28日 9,680,000

　本事業については、サメ・海鳥の国内行動計画の見直し等を行うため
に、ＣＩＴＥＳ等の国際機関での議論及び今後の展開に精通しているととも
に、専門的な知識を必要とする。
　当該法人は、環境の保存とその持続的利用を促進することにより、将来
にわたり自然資源の安定的な維持管理を促進することを目的として設立さ
れた法人であり、ＣＩＴＥＳ等各種の自然保護関連の国際会議やＦＡＯ関連
の会議に出席していること等、当該委託事業に至る国際的な議論の過程
を熟知している。また、海外の環境保護及び漁業者団体とも協力関係にあ
ることから、海外の情報収集についても能力を兼ね備えた法人である。
　従って、事業目的を達成できる唯一の団体であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1473
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度川上から川下に至
る豊かで多様性のある海づくり
委託業務一式

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

平成17年4月28日 97,447,000

　本事業の実施にあたっては、漁場環境の評価技術の開発等に必要な基
盤技術開発に係る課題を的確に把握し、課題の解決に向けた調査内容の
精査、調査実施のための施設及び技術といった水産分野の総合的な知
見、技術と調査体制を兼ね備えた総合的な実施体制が必要不可欠であ
る。
　当該センターは、過去において漁場環境の評価技術にかかる検討等を
行ってきた実績があるだけでなく、全国的な藻場調査の知見、サンゴのスト
レス評価技術の開発及び赤潮の生理生態や有明海・八代海の赤潮予察
技術開発等といった、多岐にわたる水産分野の専門的な知見が集積し、
調査に必要な施設を有している。業務を効率的・効果的に実施できる機関
は、独立行政法人水産総合研究センター以外には無く、競争を許さないた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1474
（財）海洋生物環境研究
所

平成１７年度川上から川下に至
る豊かで多様性のある海づくり
委託業務一式

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

平成17年5月9日 11,840,000

　本事業については、底生生物や魚介類に関する知識に加えて発電所の
取水や温排水拡散に関する知見が集積している必要がある。発電所の取
放水に関する影響を把握するためには、定期的なフィールド調査が必要で
あり、発電所付近に施設を有し、水質分析等の技術と人材を確保している
必要がある。
　当該法人は、発電所の取放水等が海の環境や生物に与える影響を科学
的に解明する事を目的に設置され、発電所の取放水による周辺環境への
影響等、特殊な分野の調査研究に長年携わってきており、本事業を行う上
で必要不可欠な施設と専門的な知見が蓄積しているので、競争を許さない
ため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1475
（社）海と渚環境美化推
進機構

平成17年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり委
託業務一式

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

平成17年5月10日 17,257,000

　本事業については漁業用発泡スチロールをリサイクルするためのシステ
ムの開発を行うことを目的としており、スチロールの利用等、技術開発とシ
ステム構築に必要な調査及びマネジメント能力を必要とし、事業の目的を
達成するためには、当該団体がこれまで蓄積してきたデータや技術及びノ
ウハウが必要であり、これらを用いることにより効率的かつ効果的な成果
を得ることができると考えられ競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1476 （財）温水養魚開発協会
平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年5月11日 3,603,000

　本事業は、海産性甲殻類を用いた内分泌かく乱物質による影響手法開
発を目的として実施している。このため、対象生物を一定条件で飼育する
技術、対象生物の基礎的知見及び影響評価を判断するための知見の集
積と試験に必要な施設等を有すること等が不可欠である。
　当該協会は発電所の温水を利用し、魚介類の種苗づくり等目的として設
立された機関である。海産甲殻類の種苗生産技術について多くの知見、技
術と施設を有している。また、内分泌かく乱物質による海産生物への影響
評価手法の開発に必要な対象生物の安定的な繁殖、飼育条件の検討の
ため知見を有しているので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1477
（財）日本食品分析セン
ター

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年5月11日 19,733,000

　本事業は、魚介類等のダイオキシン類の分析と内分泌かく乱物質による
海産生物への影響評価手法の開発に必要な試験対象生物（貝類：二枚
貝）飼育方法を確立するための検討等を行う。実施にあたっては、ダイオキ
シン類の高度な分析技術や魚介類等に関する知見、内分泌かく乱物質に
関する知見が必要であり、また、調査結果の公平性、正確性を確保するた
め、調査実績のある信頼できる複数機関への委託が必要である。　
　　当該機関は、ＪＡＳ法に基づく農林物資に係る検査、格付け機関や、食
品衛生法に基づく指定検査機関となっており、食品に係る分析能力は十分
信頼できる。さらに、魚介類等の各種有害化学物質の分析等に関しては、
これまでの知見の蓄積や高い分析技術を有しており、過去に魚介類等の
ダイオキシン類の分析業務や二枚貝についての内分泌かく乱物質に関す
る毒性試験法の開発に携わった実績から、十分な知見と技術を有している
ので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1478
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度川上から川下に至
る豊かで多様性のある海づくり
委託業務一式

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

平成17年5月11日 44,328,000

　事業実施にあたっては、漁場環境保全のため、漁場環境保全方針の作
成支援、大規模開発事業のアセスメントに関する漁場環境影響の検討、赤
潮発生予察技術に向けた情報ネットワークの構築等を行うため、漁場環境
や資源状況等に関する総合的な情報を客観的に整理、評価する技術や、
専門的なコンピュータ技術とシステム開発技術が必要である。
　当該法人は、これまで各種環境調査に携わってきた経緯から、漁場環境
や水産資源に関する総合的な情報を蓄積し、調査の技術や現地漁業者、
漁協との連携をとる上で必要な信頼関係等を有している。さらに、水産資
源、漁場環境、情報ネットワークの構築等について精通した技術者を有し、
また科学的なデータに基づく解析等や赤潮プランクトン等に関する研修活
動の実績を有している。このため事業目的を達するためには、当該団体が
蓄積してきたデータや技術が必要であり、これらを用いることにより効率的
かつ効果的な成果を得る必要があるので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1479
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度沿岸域環境情報高
度化委託業務一式

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

平成17年5月13日 64,848,000

　本事業は、沿岸環境の保全と実効的管理を推進するため、これまで各機
関が独自で活用していた環境情報を一元的に管理するシステムを構築す
るものであり、実施にあたっては全国規模での沿岸域における海洋環境及
び生物データの情報収集が必要であるとともに、各県水産試験場の既存
データを統一的に見直すために、各県との密な連携体制が必要である。ま
た、見直しの過程で過去の調査地点が変更が必要となった場合、経年
データとしての整合に留意した提案ができるだけの知見も求められる。
　水産総合研究センターは、関係県水産試験場との協力な連携と指導の
実績があり、調査に必要な連携体制の構築が可能であること、また、長年
にわたり我が国沿岸域の漁場環境調査を実施しており、海洋環境及び生
物データそれぞれについて豊富な知見を有していることから、調査地点の
検討等についても提案が可能であること、さらに、関係機関から収集した調
査データを補正し、管理体制を構築した実績も有することから、本事業の
実施に必要な学術的な検証と、その補正作業を行うことができる唯一の機
関であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1480
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度有明海等環境情
報・研究ネットワーク総合推進委
託業務一式

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

平成17年5月13日 14,185,000

本事業については、有明海及び八代海において総合的な調査研究体制を
構築するための有明海等環境情報・研究ネットワーク構想を策定するとと
もに、情報の共有化を図るためのデータベースの整備、情報提供ソフトウ
エアの設計、開発を実施するために、漁場環境等の補完調査を行うもので
ある。当該団体はこの事業の特殊性、専門性、継続性を持っているから競
争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1481 （財）食品環境検査協会
平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年5月13日 7,724,000

　本事業の実施にあたっては、高度なダイオキシン類分析技術や魚介類等
に関する知見に加えて調査結果の公平性、正確性を確保するため、信頼
のある複数機関への委託が必要である。　
　　当該機関は、ＪＡＳ法に基づく農林物資に係る検査、格付け機関や、食
品衛生法に基づく指定検査機関となっており、食品に係る分析能力は十分
信頼できる機関である。さらに、魚介類に係る各種有害化学物質の分析等
に関しては、これまでの知見の蓄積や高い分析技術を有しており、過去に
魚介類等のダイオキシン類の分析を行った実績もあることから、十分な知
見と技術を有しているから、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1482 （社）マリノフォーラム２１
平成１７年度川上から川下に至
る豊かで多様性のある海づくり
事業委託業務一式

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

平成17年5月13日 20,298,000

　当該機関は、平成１６年までに、赤潮防御技術の開発を、物理学的また
は生物学的な見地から民間企業と共同で実施しており、それらのデータや
方策を多く有し、目標に向けた成果や実績を有している。本事業は、赤潮
による漁業被害を最小限に抑えるための赤潮防除技術開発を目的として
おり、赤潮防除の手段の理論や効能等を科学的に検証し、実用化するた
めには、専門的で高度な技術を必要とする。
　 事業の目的を達するためには、当該団体がこれまで蓄積してきたデータ
や研究ノウハウが必要であり、これらをを用いることにより効率的かつ効果
的な成果を得ることができるものであり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1483
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度漁場環境・水産資
源持続的利用型技術開発委託
業務一式

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

平成17年5月13日 79,177,000

本事業のうち遺伝子組換え魚介類に係る評価技術の開発事業について
は、遺伝子組換え生物の作出動向の調査、検定法及び安全性評価手法
等の開発を行い、生物の多様性確保に必要な技術の整備を進めることとし
ている。また、廃ＦＲＰ漁船高度利用技術開発事業については、人工魚礁・
増殖礁等の底設施設について機能性・安定性・耐久性を検討し、効果的な
施設の配置計画・設計等の手法を開発し、地域及び海域特性に合った効
果的な漁場・増養殖場の造成技術を確立することとしている。当センターは
遺伝子組換え生物に関する専門的な実験設備及び諸外国の研究開発状
況の情報収集や遺伝子組換え生物の識別技術の開発等、広範囲かつ専
門的な知識及び能力の面で他の追随を許さない随一の機関である。また、
魚類の生育環境や魚礁についての長年の調査研究によるデータの蓄積を
持ち、体系的・総合的な研究実績は当センター以外の民間企業・大学・都
道府県試験研究機関・その他の国立及び独立法人機関にはなく、競争を
許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1484
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度有明海等環境情
報・研究ネットワーク総合推進委
託業務一式

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

平成17年5月18日 26,732,000

本事業については、有明海及び八代海において総合的な調査研究体制を
構築するための有明海等環境情報・研究ネットワーク構想を策定するとと
もに、情報の共有化を図るためのデータベースの整備、情報提供ソフトウ
エアの設計、開発を実施するものである。当該団体は事業の特殊性、専門
性、継続性を持っているので競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1485
（社）水産土木建設技術
センター

平成１７年度資源回復に適した
水域環境調査委託業務一式

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

平成17年5月26日 29,202,000

　本事業については、水産動植物の生育環境に適した漁港施設の計画・
設計技術を解明できる能力を備え、漁港施設の利用状況や周辺で営まれ
る漁業に関し全国的な実態を把握しているとともに知見者からの情報収集
能力に優れていなければならないなど経験、知識を特に必要とし、また、
今年度は、前年度の事業成果を踏まえ更に踏み込んだ調査を行うととも
に、最終的にこれらの調査結果を適切に解析しガイドラインにまとめる必要
があることから、事業内容を熟知しノウハウを有する前年度の事業を実施
した者に行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保でき、競争を
許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1486
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度貝殻を活用した増
養殖場造成実証調査委託業務
一式

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

平成17年5月26日 63,861,000

　本事業については、貝殻を漁場整備に用いる材料としての物性を充分に
把握しているとともに、対象海域の水質や生物全般に与える影響に留意し
つつ水産生物の増殖効果を検証するため高度で専門的な科学的分析能
力有していなければならないなど経験、知識を特に必要とし、また、今年度
は、前年度の事業で得た現地調査、実証試験のノウハウを生かしながら調
査を行うとともに、最終的にこれらの調査結果を適切に解析しガイドライン
にまとめる必要があることから、事業内容を熟知しノウハウを有する前年度
の事業を実施した者に行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保
でき、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1487
（社）水産土木建設技術
センター

平成１７年度自然エネルギーを
利用した水域環境改善委託業務
一式

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

平成17年5月26日 74,887,000

　本事業については、単なる漁港の水域環境改善手法の開発だけではな
く、漁港としての機能のほか、養殖、蓄養、種苗放流、中間育成及び水産
動植物の生息・繁殖の場としての多目的な機能を発揮させるために必要な
水域環境改善の手法を開発し、これを全国に普及できるガイドラインとして
取りまとめるという事業内容から、漁港の周辺で営まれる漁業に関する広
範な情報、知見を有すると共に、漁港の周辺で起きている工学的、生物的
な事象に精通しこれに関して高度で専門的な分析能力を有する必要があ
るなど経験、知識を特に必要とすること、また、事業成果を左右する水環境
水質シミュレーション技術に関しては、高度な知見と荷捌きに伴う血水等雑
排水の発生、養殖・蓄養による利用、海水交換の困難性、生活の場である
漁業集落が近接している漁港という特殊な条件下での豊富な調査経験が
必要であるが、この団体は、既存のシミュレーションモデルをベースに条件
設定や計算手法について、学識経験者による検討委員会での検討を経
て、漁港の泊地の解析に特化したより精度の高い手法を開発・確立してお
り、その調査実績から見ても漁港の泊地における水環境水質シミュレー
ションとしてこの手法に優るものはなく、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1488
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度水産業振興型技術
開発委託業務一式

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

平成17年6月2日 108,146,000

　本事業のうち①漁船漁業地球温暖化対策導入事業については、船舶に
おける走行性・安全性等の基礎的な研究はもっぱら国の機関が行ってきて
いることから、新たな推進機関の導入を図るためには、船型等に関する基
礎的な研究の蓄積を有する水産総合研究センター以外に業務執行能力を
備えた機関はないので競争を許さない。②先端技術を活用した有明ノリ養
殖業強化対策研究については、当該センターはジーンバンクを有して藻類
の試験研究並びに種の保存の任にあたってきており、藻類の育種や遺伝
子解析に関する知見が豊富に蓄積され、かつ、これら知見を有効に利用で
きる人材も豊富であるため、本課題を的確かつ効率的に実施できる唯一の
機関であり、競争を許さない。③水産バイオマスの資源化技術開発事業に
ついては、水産生物の多面的高度利用技術について、当該センターは長
年の調査研究により特性分析等の基礎的技術に関する知見が豊富に蓄
積され、かつ、これら知見を有効に利用できる人材も豊富であるため本課
題を的確かつ効率的に実施できる唯一の機関であり、競争を許さない。④
漁船漁業構造改革促進調査検討事業については、当該センターは、高度
な研究に必要な施設を有しており、漁船、漁具、漁業経営等漁船漁業に関
する専門的・技術的な研究を長年に亘り行ってきているため、本課題を的
確かつ効率的に実施できる唯一の機関であり、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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1489
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式
（多面的機能付加増殖場造成事
業におけるパブリックインボルブ
メント手法の開発他14継続課題）
（広域アサリ漁場整備開発のた
めの海況調査他２調査新規課
題）

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

平成17年6月7日 112,459,000

（多面的機能付加増殖場造成事業におけるパブリックインボルブメント手法
の開発他１４継続課題）
本調査他１４課題を実施するためには、①藻場造成に関する専門的かつ
総合的な知見、②魚礁に関する専門的かつ総合的な知見、③水産生物の
生態に関する専門的かつ総合的な知見を有していることが必要であるとと
もに、昨年度以前から本調査について当該機関で実施しており、そのデー
タを活用する必要がある。以上のことから、水産総合研究センター以外に
本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有している機関が無く、競
争を許さないため。
（広域アサリ漁場整備開発のための海況調査他２課題）
　本調査は、①アサリの生態に関する知見、②水産基盤整備事業に関す
る知見が必要であり、これらの能力を有する機関より公募を行い内容を審
査した結果、水産総合研究センターの内容が選定されたため、競争を許さ
ないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1490
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度都市漁村交流促進
委託業務一式

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

平成17年6月10日 56,850,000

　本事業については、都市漁村交流に関する各地の取組状況、課題、今
後の展開、ならびに水産業や漁村がおかれた現状を踏まえた上で、都市
漁村交流を促進していくために必要な情報収集や普及啓発、調査検討等
を行うこと、各地の状況に応じながら全国規模で展開するため、地方公共
団体、漁業者団体等との連絡調整機能を有すること、これまでに作成した
ガイドライン等の成果を活用しながら普及啓発、調査検討等を進めること
が必要である。
　当該団体については、全国の交流に取り組む自治体等が加入している
都市漁村交流推進協議会の事務局として、長年各地の交流の状況や課題
を把握するとともに、意見のとりまとめや調整等を行ってきたこと、主たる業
務として漁港漁場漁村に関する様々な調査研究を行ってきており、水産
業・漁村に関する十分な知見を有するとともに各自治体とのネットワークも
有していること、これまでの成果とりまとめに携わり、内容に精通しており、
ガイドライン等を活用する上で十分な能力を有していること、があげられ
る。
　以上のことから、当該団体のもっているノウハウを他者が取得しようとし
た場合相当の期間及び経費を必要とすることから、当該団体が、本事業を
効果的かつ効率的に実施できる唯一の団体であり競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1491
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度水産業・漁村の多
面的機能普及啓発推進委託業
務一式

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

平成17年6月13日 6,000,000

本事業については、その調査内容が水産業・漁村の多面的機能の定量的
評価手法の確立等であることから、事業者は、水産業・漁村について、広
範囲な知見を総合的に有している必要がある。具体的には、藻場・干潟、
漁場環境、生態系、物資循環や漁村経済、文化等に関して長期間の研究
実績・知見を全てまんべんなく有していなければならない。また、新たに水
産業・漁村の多面的機能が持つ負の機能について、分類、整理、負の機
能を含めた定量的評価手法に関する基礎的な研究を実施することから、現
状での多面的機能の定量的評価手法と評価の実施について深い知見を
有することが必要である。このような要件を満たすのはこの機関以外にな
く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

- 247 -



件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1492 （社）マリノフォーラム２１

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式
（回遊魚、根付魚の魚礁効果の
定量的把握法とモニタリングシス
テムの開発調査他２継続課題）
（地形の変化による二枚貝類の
生存影響調査新規課題）

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

平成17年6月13日 41,500,000

（回遊魚、根付魚の魚礁効果の定量的把握法とモニタリングシステムの開
発調査他２継続課題）
本調査他２課題を実施するためには、①魚礁の蝟集メカニズムに関する専
門的かつ総合的な知見、②藻場・干潟に関する専門的かつ総合的な知
見、③水産基盤整備事業に関する総合的な知見を有していることが必要で
あるとともに、昨年度以前から本調査について当該機関で実施しており、そ
のデータを活用する必要がある。以上のことから、本知見を有するマリノ
フォーラム２１以外に本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有し
ている機関が無いので、競争を許さないため。
（地形の変化による二枚貝類の生存影響調査　新規課題）
本調査は、①干潟に関する総合的かつ専門的な知見、②水産基盤整備事
業に関する知見、③二枚貝類の生態的な知見が必要であり、これらの能
力を有する機関より公募を行い内容を審査した結果、マリノフォーラム２１
の内容が選定されたため、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1493
（社）全国豊かな海づくり
推進協会

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式
（効果的な漁場整備・管理のあり
方に関する調査他1継続課題）

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

平成17年6月23日 21,800,000

（効果的な漁場整備・管理のあり方に関する調査他１継続課題）
本調査他１課題を実施するためには、①漁場整備に関する専門的かつ総
合的な知見、②水産生物の生態に関する専門的かつ総合的な知見を有し
ていることが必要であるとともに、昨年度以前から本調査について当該機
関で実施しており、そのデータを活用する必要がある。以上のことから、全
国豊かな海づくり推進協会以外に本調査を効率的かつ効果的に実施でき
る能力を有している機関が無く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1494
（社）水産土木建設技術
センター

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式
（海域種別・藻場造成技術開発
調査他４継続課題）
（漁港の漁場工事における新技
術活用制度に関する調査新規課
題）

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

平成17年6月24日 38,000,000

（海域種別・藻場造成技術開発調査他４課題）
本調査他４課題を実施するためには、①漁港漁場の設計に関する専門的
かつ総合的な知見、②藻場・干潟に関する専門的かつ総合的な知見、③
水産基盤整備事業に関する総合的な知見を有していることが必要であると
ともに、昨年度以前から本調査について水産土木建設技術センターで実施
しており、そのデータ及びデーターの分析結果を活用する必要がある。以
上のことから、本知見を有するともに本調査を実施している実績がある水
産土木建設技術センター以外に本調査を効率的かつ効果的に実施できる
能力を有している機関が無いため、競争を許さないため。
（漁港の漁場工事における新技術活用制度に関する調査　新規課題）
　本調査を実施するためには、①漁港漁場の設計・施工に関する専門的か
つ高度な知見②水産基盤整備事業に関する知見③干潟に関する総合的
かつ専門的な知見、③関連機関からの情報収集能力が必要でありこれら
の能力を有する機関より公募を行い内容を審査した結果、水産土木建設
技術センターの内容が選定されたため、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1495
（社）海洋水産システム
協会

平成１７年度漁船安全等技術開
発委託業務一式

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

平成17年6月29日 30,391,000

本事業について、対象としている漁船は、一般船舶では使用しない漁撈機
械を使用して自ら漁撈活動に従事するなど、一般船舶にない運航形態、操
船技術等があり、このため、漁船に対して適応することとなる国際基準や
国内基準の検討にあたっては、国内外の漁船の主要目等の特色や漁船
関連の造船技術、機械、電気の専門知識及び漁業実務知識が必要であ
る。また、現行の漁船乾舷基準の問題点の把握と実行可能で安全性向上
に効果のある新たな復原性指針等について提言及び試設計を行うにあ
たっては、基準が制定された当時の背景、経緯、技術的根拠についての知
識が必要となる。よって、この事業を実施できる者は、漁船について広範囲
かつ詳細な知識及び漁業者や造船所等のネットワークを有している者でな
ければならない。したがって、事業目的を達成できる者は、当該団体が唯
一の団体であるため競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1496 （社）全国漁業無線協会
平成１７年度漁船安全等技術開
発委託業務一式

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

平成17年7月5日 6,647,000

　本事業については、操業中の事故や海中転落等の緊急時に、漁船及び
転落者から緊急事態を自動的に通報する無線システムの開発を行うこと
から、無線通信技術についての専門的な知識を有すること、また、漁業者
の人命救出に即応するため全国の小型漁船の漁業無線等実情を常時把
握する必要があるため競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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1497
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 20,108,000

　本事業は、全国規模で漁場環境の悪化による魚病の発生等を防止し、
持続的な養殖生産の確保を図るものであり、事業実施機関には、全国規
模での養殖漁場環境の把握能力や全国の魚病に関する専門的な知見が
必要とされる。
　当該法人は、全国の都道府県や漁協等の傘下会員を通して養殖漁場環
境の実態が把握でき、かつ全国規模で魚類防疫員の養成を行っている唯
一の機関であり、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を許さない
ため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1498 （社）全国海水養魚協会
平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 18,775,000

　適正な海面養殖漁場利用に関する全国規模の調査及び養殖業者・消費
者間の情報交換を的確に実施するためには、全国の魚類養殖の実態に精
通し、かつ漁場利用情報（飼育尾数等）を把握する体制があるとともに、消
費者との情報交換等を適切に実施できる者が行う必要がある。
　当該団体は以上の条件を満たす、海面養殖業を営む者を正会員とする
唯一の全国団体であり、かつ、これまで海面養殖業に関する知識及び技
術の普及を多く行ってきた実績を有するので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1499
独立行政法人水産大学
校

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式（支柱柵施設によ
るアサリ減耗改善調査）

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

平成17年7月25日 3,500,000

（簡易型計量魚探を用いた全国規模での魚礁設置効果評価法の標準化）　
　本調査を実施するためには、①計量魚群探知機に関する専門的な知
見、②魚礁の効果に関する知見、③水産基盤整備事業に関する総合的な
知見を有していることが必要であるとともに、昨年度以前から本調査につ
いて当該機関で実施しており、そのデータ及び分析結果を本年度について
も活用する必要がある。以上のことから、本知見を有する水産大学校以外
に、本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有している機関がない
ので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1500 （社）日本養魚飼料協会
平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年8月2日 4,751,000

　本事業は、都道府県等が行う水域環境への負荷を低減する配合飼料成
分の調査結果を基に、その配合飼料の商品化による普及を図るため、製
造方法や規格の検討を行うものであり、事業実施機関は、配合飼料メー
カー各社の製造能力を把握できる機関に限定される。
　当該法人は、全国の主要な配合飼料メーカを会員に持つ唯一の全国団
体であり、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1501 （社）マリノフォーラム２１
平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年8月2日 30,761,000

　本事業のうち次世代型給餌システム開発は、魚の摂餌生態を活用した魚
が自らの食欲に応じて餌を得ることができる給餌システムの検討を行うも
のであり、事業実施機関には、養殖魚類の摂餌生態等に関する水産学的
知見と自動給餌システム等に関する工学的知見の両方が必要とされる。
　また、養殖生産履歴情報開示検討事業は、養殖現場実態に即した生産
履歴管理に関して実用可能なシステムを構築するものであり、詳細な履歴
を記録・管理できる電算処理システムといった工学的知見と、養殖現場に
おける生産管理（給餌、投薬等）についての水産学的知見の両方を有し、
それらをバランスよく組み合わせられる能力を有する者が行う必要がある。
　当該団体は以上の条件を満たす、水産学と工学を融合した唯一の公益
機関であり、かつ、これまで水産学と工学を融合した開発を多く行ってきた
実績を有するので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1502 （社）フィッシャリーナ協会

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式　　　（漁港・魚礁
の多面的な経済手法の開発調
査(継続）小規模ＰＦＩを活用した
漁港における放置艇収容簡易係
留施設整備マニュアル作成調
査）

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

平成17年8月16日 12,700,000

（漁港・魚礁の多面的な経済評価手法の開発）本調査を実施するために
は、①遊漁に関する総合的かつ専門的な知見②漁港・漁村に関する総合
的かつ専門的な知見、③水産基盤整備事業に関する総合的な知見を有し
ていることが必要であるとともに、昨年度以前から本調査について当該機
関で実施しており、そのデータ及び分析結果を本年度についても活用する
必要がある。以上のことから、本知見を有するフィッシャリーナ協会以外
に、本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有している機関がない
ため、競争を許さないため。
（小規模PFIを活用した漁港における放置艇収容簡易係留施設整備マニュ
アル作成調査）
　本調査は、①ＰＦＩ事業に関する専門的な知見②漁港・漁村に関する総合
的かつ専門的な知見、③水産基盤整備事業の効果に関する総合的な知
見が必要であり、これらの能力を有する機関より公募を行い内容を審査し
た結果、フィッシャリーナ協会の内容が選定されたため、競争を許さないた
め。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1503 （社）全国漁港漁場協会
平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式（全国漁港用地活
用状況調査他１調査）

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

平成17年8月22日 8,800,000

（全国漁港用地活用状況調査他１調査（継続））
本調査を実施するためには、①漁港・漁村関する総合的かつ専門的な知
見②水産基盤整備事業に関する総合的な知見③水産基盤整備に関する
関係者の連携体制を有していることが必要であるとともに、昨年度以前か
ら本調査について当該機関で実施しており、そのデータ及び分析結果を本
年度についても活用する必要がある。以上のことから、本知見を有する全
国漁港漁場協会以外に、本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を
有している機関がないので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1504
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度水産基盤整備調査
委託業務一式（漁港漁場施設の
設計に係わる国際化対応検討調
査他２２調査）

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

平成17年8月22日 166,400,000

（漁港漁場施設の設計に係わる国際化検討調査他１７調査（継続）
　本調査を実施するためには、①漁港施設の設計に関する総合的かつ専
門的な知見②漁港・漁村に関する総合的かつ専門的な知見、③水産基盤
整備事業に関する総合的な知見を有していることが必要であるとともに、
昨年度以前から本調査について当該機関で実施しており、そのデータ及び
分析結果を本年度についても活用する必要がある。以上のことから、本知
見を有する漁港漁場漁村技術研究所以外に、本調査を効率的かつ効果的
に実施できる能力を有している機関がないので、競争を許さないため。
（漁村整備のPFI導入検討調査他４調査（新規））
　本調査は、①ＰＦＩ事業に関する専門的な知見②漁港・漁村に関する総合
的かつ専門的な知見、③水産基盤整備事業の効果に関する総合的な知
見が必要であり、これらの能力を有する機関より公募を行い内容を審査し
た結果、漁港漁場漁村技術研究所の内容が選定されたため、競争を許さ
ないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1505 （社）全国漁港漁場協会

平成１７年度都市漁村交流促進
委託事業（漁村における歴史的・
文化的に価値のある施設）委託
業務一式

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

平成17年8月24日 15,552,000

１．本事業については、①漁村・漁港の知識、②漁村施設の歴史的・文化
的知識、③全国的な情報収集能力、④効率的な選定作業能力、⑤地方公
共団体等との企画・連絡調整能力が必要な事業であり、特殊性があること
から価格競争になじまないため、企画競争を行うこととした。
２．応募期間中、企画競争の参加希望があったのは、社団法人全国漁港
漁場協会１団体であった。
３．「企画書採点要領」に基づき、事業計画書の妥当性等について採点委
員会による採点、審査委員会による採点の審査を行い、契約予定者とし
て、当該団体が適当と認められたので、企画競争による随意契約を行うも
のである。

その他のもの

―
（引き続き企画競争を実施し
その後一般競争入札に移行
できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1506
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度沿岸部と背後地の
連携による総合的な津波災害軽
減方策検討調査委託業務一式

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

平成17年9月16日 27,594,000

１．本事業については、①漁港海岸事業の幅広い知識、②漁港・漁村事業
の幅広い知識、③津波・地震防災対策の幅広い知識が必要な事業である
ことから、特殊性があり、価格競争に馴染まないため、企画競争を行うこと
とした。
２．応募手続期間中に企画競争の参加希望があったのは、株式会社パス
コ、財団法人漁港漁場漁村技術研究所の２団体であった。
３．「企画書採点要領」に基づき、漁港海岸事業の幅広い知識、漁港・漁村
事業の幅広い知識、津波・地震防災対策の幅広い知識等について「事業
企画書採点専門委員会」による採点及び「事業企画書審査委員会」による
採点の審査を行い、契約予定者として、当該団体が適正と認められたたた
め、企画競争による随意契約を行うものである。

その他のもの ― １７年度限り

1507
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度極浅海域での波・流
れ環境とその制御に関する調査
委託業務一式

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

平成17年9月21日 5,248,000

　本事業については、①水理、生態系に関する高度な学術的知識及び総
括的な分析・解析能力を必要とすること②海岸保全施設に求められる防
災、環境、利用の各機能についての知識を有していること③室内模型実験
に必要な特殊装置を有していること、等が必要であり、当該団体はこれら
の条件を満たし、事業の特殊性から競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1508
独立行政法人水産総合
研究センター

平成１７年度石積み形式の海岸
構造物の評価調査委託業務一
式

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

平成17年9月21日 4,372,000

　本事業については、①水理、生態系に関する高度な学術的知識及び総
括的な分析・解析能力を必要とすること②海岸保全施設に求められる防
災、環境、利用の各機能についての知識を有していること③室内模型実験
に必要な特殊装置を有していること、等が必要であり、事業の特殊性から
競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1509
独立行政法人日本貿易
振興機構

平成１７年度水産物流通グロー
バル化対策委託業務一式

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

平成17年9月30日 2,092,000

本調査に関しては、諸外国の水産物貿易制度及び補助金制度、水産資源
の非持続的利用に関する貿易事例（価格の高騰と輸出機会の拡大等がも
たらす経済的動機による乱獲事例）の調査を行うためには、諸外国に拠点
を有するなどの調査能力や、諸外国の水産物貿易制度等に関しての豊富
な知見を有する者が行う必要がある。　（独）日本貿易振興機構（旧日本貿
易振興会）は、独立行政法人日本貿易振興機構法（平成１４年１２月１３日
法律第１７２号）に基づき、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的か
つ効率的に実施すること等を目的として新たに設立された団体である。当
該団体は北米、中南米、欧州、アジア、大洋州、中東・アフリカの主要国に
事務所と専門職員を置き（５８カ国、７７事務所）、海外の経済・貿易動向の
調査や情報提供を業務の一環とし、諸外国の水産貿易制度や水産資源の
非持続的利用に関する貿易事例、更にはそのような事例を起こした要因等
について豊富な知見と十分な調査能力を有している。以上のことから、当
該団体は当該事業目的を達成できる唯一の団体であるから競争を許さな
いため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1510
（社）水産土木建設技術
センター

平成１７年度沖ノ鳥島における国
土保全及び海洋資源利活用施
設の一体的な整備方策検討調
査委託業務一式

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

平成17年10月7日 99,591,000

　本事業は、沖ノ鳥島の国土保全対策と水産業を中心とする利活用策に
関する課題を整理・検討し、必要となる施設等の整備方策をとりまとめるも
のである。
　沖ノ鳥島は、日本最南端の孤島であり、調査地までの航海は長い時間を
要し、また、台風等の波浪が来襲するため、現地の天候によっては調査を
中断しつつ進めるざるを得ない。
　このように、本件調査を行うに当たっては、限られた時間と知見の中で、
安全かつ効率的に調査を行うための情報収集・分析能力及び技術力並び
に、沖ノ鳥島の保全と利活用を一体的に行う施設等を検討しうる技術的な
蓄積、応用力及び調整能力が必要である。
　以上の条件を満たすのは社団法人水産土木建設技術センター以外には
無く、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
量
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緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1511
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度景観形成に資する
伝統的な修景素材・技術の活用
促進方策検討調査委託業務一
式

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

平成17年10月7日 9,473,000

本調査は、全国の伝統的な修景素材・技術について整理・分析・評価しそ
の活用方策を策定するものであることから、受託者にあっては漁港漁村に
おける修景（景観）についての知見やデーターの蓄積や修景・素材・技術
の経済性の評価を行うための水産基盤整備事業の事業評価方法を熟知し
ていることが必要である。これら条件をみたすのは財団法人漁港漁村研究
所以外にはなく、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1512
（社）水産土木建設技術
センター

平成１７年度海岸構造物の耐震
診断手法に関する調査委託業務
一式

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

平成17年10月14日 4,500,000

本事業については、①海岸の背後地が狭隘で、かつ資産が密集している
漁村の防護を主に行う漁港海岸事業に関する高度かつ専門的な知識を有
すること　②漁港海岸における海岸構造物に関する高度な学術的知識、総
括的な分析・解析能力を有すること　③漁港海岸における海岸保全施設に
求められる防災・環境・利用の各機能についての知識を有すること、等が
必要であり、当該団体は本事業の条件を満たし、事業の特殊性から競争を
許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1513
（社）海洋水産システム
協会

平成１７年度VMS搭載漁船取締
実証委託業務一式

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

平成17年11月15日 20,858,000

本事業では、漁業取締船の運航情報等を処理することとなり、これらの情
報は秘匿性が求められること、また、当該団体は、漁船、漁法通信システ
ムに精通し、かつ、通信衛星システムを利用した船舶識別情報技術を有す
る唯一の団体であることから競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1514
（社）日本水産資源保護
協会

平成１７年度ジュゴン保護対策
調査委託業務一式

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

平成17年12月1日 38,911,000

 本事業を行うためには、ソナー及び水中カメラ等を使用した総合的なシス
テム開発を行うための高度な技術及び沖縄周辺海域での熱帯性海草の生
育状況等の生態に関する専門的な知見が必要である。
　社団法人日本水産資源保護協会は、これまでも、魚群探知機等による各
種監視システムの開発及び熱帯性海草の移植による藻場の造成等といっ
た数多くの調査・研究を手がけてきており、本事業についても、平成１３年
度の事業開始以来４カ年にわたって専門的な技術や知識をもつ内部の人
材を活用しつつ実施してきた実績を有している。
　また、平成１７年度においては、これまでの成果をふまえた実証化試験段
階を迎える部分も多く存在するため、社団法人日本水産資源保護協会は
本事業に必要なノウハウを有し、本事業を効果的・効率的に実施できる唯
一の団体であるから競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

― １７年度限り

1515
（財）漁港漁場漁村技術
研究所

平成１７年度水門・陸閘等管理シ
ステム調査委託業務一式

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

平成17年12月14日 6,550,000

　本事業については、①背後地が狭隘でかつ資産が密集し、常に津波や
高潮等海岸災害の危険性に晒される漁港や漁村集落の立地条件や居住
形態、就労形態に関する総合的な知識を有すること　②漁港や漁村集落
の防護を主に行う漁港海岸事業に関する高度かつ専門的な知識を有する
こと　③漁港や漁村集落における水門・陸閘の適切な維持管理手法や老
朽化対策に関する高度かつ専門的な知識を有すること、等が必要である。
　当該団体は、漁港施設の建設及び漁村環境の整備に係る科学技術に関
する調査、研究及び開発を行うことにより、より機能性と安全性を備えた漁
港の建設と豊かな漁村の整備を推進することを目的とする法人であり、漁
港海岸事業や水産基盤整備事業の施設整備に関する業務に、多くの成果
をあげてきた実績を有する。また、これまでもモデル地区における水門や
陸閘等の整備や維持管理に関する評価及び課題の抽出、これらを踏まえ
た防災対策計画の提案、高齢化の進行等を踏まえた手動式　水門や陸閘
等の段階的な自動化・遠隔操作化の必要性の整理等を行うなど、本調査
を効率的かつ効果的に実施し、本事業目的を達成できる唯一の団体であ
るので、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）
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件数 所管公益法人等の名称
物品等又は役務の名称及び数
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 契約金額
随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

緊急点検の結果 講ずる措置 備考

1516
独立行政法人水産大学
校

平成１７年度漁場環境の化学物
質リスク対策推進委託業務一式

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

平成18年1月31日 4,200,000

　本事業は、各種ヒ素化合物の分析法の検討、機能性情報の収集等を行
う。本事業の実施に当たっては各種ヒ素化合物の機能性当に関する知見
並びに、海生生物試料の取扱いに関する知識及びそれに含まれる脂溶性
ヒ素化合物を含む微量の各種ヒ素化合物を個別かつ高精度に分析するた
めの技術が必要不可欠である。
　当該団体は、ヒ素化合物の物質循環に関する研究を以前から行うなど必
要な知見を有しており、さらに脂溶性ヒ素化合物を精緻に定量分析するこ
とができるのは当該団体のみである。以上、競争を許さないため。

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行した
もの（18年度以降企画競争
を実施しその後一般競争入
札に移行できるか検討）

1517 富士ゼロックス（株） 複合機の保守業務

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

平成17年4月1日 1,100,000
富士ゼロックス（株）が製造・販売しており、保守を行えるのは同社しかなく
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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

1518 富士ゼロックス（株） 複写機の保守業務

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

平成17年4月1日 400,000
富士ゼロックス（株）が製造・販売しており、保守を行えるのは同社しかなく
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

見直しの余地が
あるもの

２者以上から見積書を徴収
する。

単価契約

1519 富士ゼロックス（株） 複写機及びＦＡＸの保守業務

支出負担行為担当官
水産庁漁政部長
武本　俊彦
（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 1,100,000
富士ゼロックス(株)が製造・販売しており、保守を行えるのは同社しかなく
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

見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等に移行する
ための準備に時間を要する
もの（19年度以降一般競争
入札に移行）

単価契約

1519 33,029,774,693

（備　考）

（５）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。

（６）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更しない範囲で変更・調整を行うことができる。

（１）各省庁が平成１７年度に締結した随意契約のうち独立行政法人、特殊法人、認可法人及び公益法人並びに特定民間法人との間で締結したものについて記載すること（「特定民間法人」とは、公務員制度改革大綱（平成１３年１２月２５日閣議決定）により、毎年１２月に
各府省が公表した退職した職員の「再就職状況の公表について」（過去３ヵ年分）において掲げられている民間法人及び各省庁が必要と認める法人をいう。）

（２）随意契約によることとした理由は、説明責任を十全に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること

（３）緊急点検の結果は、「問題があるもの」、「見直しの余地があるもの」、「その他のもの」に分類すること

（４）講ずる措置は、「18年度以降において当該事務・事業の委託等を行わないものとしたもの」、「一般競争入札等に移行したもの」、「一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの」に分類すること（ただし、緊急点検の結果、「その他のもの」に分類されたもの
については、「－」とする。）
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