
件数
契約の相手方の商号又は名称及び
住所

公共工事の名称、場所、期間及び
種別若しくは物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検結果 講ずる措置 備考

1
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

平成１７年度農林水産業基本施策
等普及啓発委託事業

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

平成17年9月9日 21,933,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、みずほ情報総研（株）が選定されており、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2
（株）電通
（東京都港区東新橋1-8-1）

平成１７年度農林水産情報・施策
啓発推進委託事業（児童向けビデ
オ）

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

平成18年3月3日 5,396,000
この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）電通が選定されており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

平成１７年度バイオマス・ニッポ
ン総合戦略検証委託事業一式

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

平成17年9月29日 5,000,000

この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、みずほ情報総研　（株）が選定されており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

4
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度アジア環境保全型農
業パートナーシップ構築支援委託
事業一式

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

平成17年10月28日 12,410,000

この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）　三菱総合研究所が選定されており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

5
日本エヌ・ユ-・エス（株）
（東京都港区海岸3-9-15）

平成１７年度農林水産業・食品産
業におけるアスベスト使用実態調
査分析委託事業（アスベスト含有
製品等調査及び分析等）

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

平成18年1月27日 3,700,000

本事業は、農林水産省が実施した調査等により、多
様な業務用機器にアスベストの利用が確認されたこ
とを踏まえ、所管産業等への影響等を緊急に把握す
る必要があることから、その基礎資料として業務用
のアスベスト製品の過去から現在までの各製品毎の
使用実態（使用量等）等の把握や関連情報との分析
を実施するものである。
本事業を的確かつ円滑に実施するためには、アスベ
スト等の有害物質について、①科学的な知見が豊富
であること、②収集能力及び整理・検討能力が優れ
ていること、③行政基礎資料の作成の経験を有しそ
の能力が優れていること、④法規制等の社会的な関
連情報を踏まえた総合的なコンサルティング能力に
優れていることが必要であり、これらの条件を全て
満たし、限られた期間において、アスベスト製品の
過去から現在までの各製品毎の使用実態（使用量
等）等の把握や関連情報との分析を実施をする業務
に精通し、計画・実行することが可能である機関
は、日本エヌ・ユー・エス（株）のみであり、本事
業を達成できるのは、同社以外考えられないため、
会計法第２９条の３第４項により随意契約を行うも
のである。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

6
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

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

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

平成17年6月7日 34,492,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

7
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

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

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

平成17年6月7日 34,492,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

8
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

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

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

平成17年6月7日 34,492,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

9
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（輸出定着事例確
立対策（事例２））

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

平成17年6月7日 9,477,714

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

平成17年度　所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況（農林水産省）



10
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（輸出定着事例確
立対策（事例５））

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

平成17年6月7日 9,477,714

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

11
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（流通効率化対策
（東北ブロック））

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

平成17年6月7日 17,954,715

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

12
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（常設店舗活用型
輸出対策及び日本食・日本産食材
普及活動（香港））

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

平成17年6月7日 30,606,600

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、日本通運（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

13
（株）クリエイト
（吹田市南金田2-11-31）

平成17年度国産農林水産物海外普
及委託事業（新規輸出開拓事例構
築）

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

平成17年6月14日 9,285,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）クリエイトが選定されており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

14
（株）フラワーオ-クションジャ
パン
（東京都大田区東海2-2-1）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（輸出定着事例確
立対策（事例１））

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

平成17年6月14日 9,477,714

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）フラワーオークションジャパンが選定
されており、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

15
西日本魚市（株）
（松浦市調川町下免695）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（輸出定着事例確
立対策（事例３））

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

平成17年6月14日 9,477,714

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、西日本魚市（株）が選定されており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

16
双日（株）
 （東京都港区赤坂6-1-20）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（輸出定着事例確
立対策（事例４））

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

平成17年6月14日 9,477,714

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、双日（株）が選定されており、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

17
北海道漁業協同組合連合会
（札幌市中央区北3条西7丁目）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（流通効率化対策
（北海道ブロック））

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

平成17年6月14日 17,954,715

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、北海道漁業協同組合連合会が選定されてお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

18
（株）ダイヤモンド・フリードマ
ン社
（東京都港区虎ノ門2-3-20）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（表示・ブランド
保護対策（中国））

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

平成17年6月14日 4,433,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）ダイヤモンド・フリードマン社が選定
されており、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

19
（株）ダイヤモンド・フリードマ
ン社
（東京都港区虎ノ門2-3-20）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（表示・ブランド
保護対策（台湾））

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

平成17年6月14日 4,433,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）ダイヤモンド・フリードマン社が選定
されており、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

20
中浦食品（株）
（松江市西川津町678）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（常設店舗活用型
輸出対策及び日本食・日本産食材
普及活動（中国：北京））

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

平成17年6月14日 30,606,600

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、中浦食品（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

21
中浦食品（株）
（松江市西川津町678）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（常設店舗活用型
輸出対策及び日本食・日本産食材
普及活動（中国：上海））

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

平成17年6月14日 30,606,600

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、中浦食品（株）が選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

22
（株）サングローブフード
（東京都大田区東海3-9-1）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（常設店舗活用型
輸出対策及び日本食・日本産食材
普及活動（タイ））

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

平成17年6月14日 30,606,600

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）サングローブフードが選定されてお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

23
（株）ジェイコム
（大阪市北区梅田2-2-22ハ-ビス
ＥＮＴ11階）

平成17年度農林水産物海外販路確
立対策委託事業（常設店舗活用型
輸出対策及び日本食・日本産食材
普及活動（台湾））

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

平成17年6月14日 30,606,600

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）ジェイコムが選定されており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



24
（株）農林中金総合研究所
（東京都千代田区大手町1-8-3）

平成17年度海外情報分析・国際相
互理解促進事業のうち海外情報分
析委託事業（自由貿易協定情報調
査分析検討（ベトナム・イン
ド））

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

平成17年7月29日 8,000,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）農林中金総合研究所が選定されてお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

25

ピー・アイ・エーリミテッドライ
アビリティカンパニー
（東京都中央区新川1-10-12第3石
橋ビル6階）

平成17年度海外情報分析・国際相
互理解促進事業のうち海外情報分
析委託事業（自由貿易協定情報調
査分析検討（カンボジア・チ
り））

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

平成17年7月29日 8,000,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、ピー・アイ・エーリミテッドライアビリティ
カンパニーが選定されており、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

26
（株）電通
（東京都港区東新橋1-8-1）

平成17年度農林水産物貿易円滑化
推進委託事業（農林水産物・食品
輸出促進セミナー及び貿易円滑化
活動検討委員会）

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

平成17年8月1日 22,620,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）電通が選定されており、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

27
（株）日通総合研究所
（東京都港区東新橋1-9-3）

平成17年度農林水産物貿易円滑化
推進委託事業（海外貿易情報収集
等基礎調査・収集活動）

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

平成17年8月1日 16,000,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）日通総合研究所が選定されており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

28
（株）エックス都市研究所
（東京都豊島区高田2-17-22）

平成17年度地球的規模の問題に対
する食料・農業・農村分野の貢献
策に関する基礎調査（地球的規模
の問題に対する食料・農業・農村
分野の貢献手法に関する検討調
査）委託事業

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

平成17年11月18日 20,954,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、（株）エックス都市研究所が選定されてお
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

29

ピー・アイ・エーリミテッドライ
アビリティカンパニー
（東京都中央区新川1-10-12第3石
橋ビル6階）

平成17年度海外情報分析・国際相
互理解促進事業のうち海外情報分
析委託事業（自由貿易協定情報調
査分析検討（メキシコ））

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

平成17年12月20日 3,812,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果、ピー・アイ・エーリミテッドライアビリティ
カンパニーが選定されており、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第５項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

30
（株）日本ケーブルテレビジョン
（東京都渋谷区神宮前1-3-10）

CNNテレビ番組提供業務の請負

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

平成17年4月1日 3,780,000
財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務

その他 随意契約によらざるを得ないもの

31
（有）はせ書房
（東京都世田谷区給田3-34-17-
101）

国の予算（平成１６年度版）１９
７部の購入

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

平成17年6月14日 2,624,434
発行元から購入するのがもっとも安価であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

32
東京都水道局
（東京都千代田区内神田2-1-12）

水道料

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

（平成17年4月1日） 70,882,737

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

33
東京電力（株）銀座支社
（東京都中央区銀座3-3-18）

電気料（三番町分庁舎）

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

（平成17年4月1日） 2,947,207

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第１号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

34
東京ガス（株）
（東京都港区海岸1-5-20）

ガス料

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

（平成17年4月1日） 11,749,565

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第２号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

35
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

メール配信利用料

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

（平成17年4月1日） 3,376,800

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

36
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

プロバイダ接続料

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

（平成17年4月1日） 47,085,360

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

37
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿2-3-2）

IP-VPN利用料

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

（平成17年4月1日） 206,799,603

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２１年
度から）



38
NTTコミュニケーションズ（株）
リビングカスタマセンタ
（福岡市博多区寿町3-6-6）

電話料

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

（平成17年4月1日） 26,515,698

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

39
NTTコミュニケーションズ（株）
（福岡市博多区博多駅前1-5-1）

国際電話料

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

（平成17年4月1日） 4,487,030

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

40
NTTドコモ
（東京都豊島区東池袋3-16-3）

携帯電話料

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

（平成17年4月1日） 6,680,516

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

41
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

ADAMS通信料

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

（平成17年4月1日） 74,040,133

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

42
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

生鮮データ通信料

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

（平成17年4月1日） 332,105,316

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２１年
度から）

43

NTT東日本ネットワークソリュー
ション
（新潟市下大川前通り二の町
2230）

専用回線料

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

（平成17年4月1日） 6,327,138

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

44
（社）行政情報システム研究所
（東京都千代田区日比谷公園1-
3）

霞ヶ関WAN利用料金

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

（平成17年4月1日） 54,469,800

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

45
（株）ネクスウェイ
（東京都中央区勝どき1-13-1）

一斉同報サービス料

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

（平成17年4月1日） 4,184,964

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

46
ボ-ダフォン（株）
（東京都港区愛宕2-5-1）

携帯電話料

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

（平成17年4月1日） 3,550,232

財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

47
（株）衛星ネットワーク
（東京都港区赤坂2-17-22）

BODサービス料

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

（平成17年4月1日） 17,665,830

財務大臣通知による行政目的を達成するために不可
欠な特定情報を特定の者しか提供していない電気通
信業務
長期継続契約（会計法第２９条の１２、予決令第１
０２条の２第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

48
（株）丹下紙工品製作所
（東京都中央区八丁堀3-18-4）

製本業務（単価）

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

平成17年4月1日 5,587,312

対象となる証拠書類等は、近年情報公開制度等、コ
ピーする機会が頻繁にあり、中央部まできれいにコ
ピーを取るには、見開きページが１８０度全開でき
ることが非常に重要である。そのため見開きページ
１８０度全開方式の製本技術を特許として有してい
る唯一の者である（株）丹下紙工品製作所と随意契
約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

49
（財）日本システム開発研究所
（東京都新宿区富久町16-5）

旅費計算事務システム修正等業務

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

平成17年11月29日 9,951,900
本システムは契約相手方が開発し、著作権を有して
いることから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

50
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

統計調査員等管理システムの修正
業務

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

平成17年11月29日 3,570,000
本システムは契約相手方が開発し、著作権を有して
いることから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



51
（社）共同通信社
（東京都港区東新橋1-7-1）

共同通信ニュース提供業務

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

平成17年4月1日 11,529,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

52
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

ｉＪＡＭＰ（時事通信社行財政情
報サービス）提供業務

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

平成17年4月1日 4,410,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

53
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事ゼネラルニュース提供業務

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

平成17年4月1日 8,442,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

54
（株）ぎょうせい
（東京都杉並区荻窪4-30-16）

現行法令Webシステム使用許諾契
約

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

平成17年4月1日 3,371,760
本システムを開発し編纂しているのは契約相手方以
外になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

55
（社）共同通信社
（東京都港区東新橋1-7-1）

世界経済通信提供業務

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

平成17年4月1日 6,237,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

56
ロイタ-・ジャパン（株）
（東京都港区虎ノ門4-3-13）

ロイター通信情報提供業務

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

平成17年4月1日 2,394,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

57
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事通信J－COMα情報提供業務

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

平成17年4月1日 2,772,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

58
（株）ＱＵＩＣＫ
（東京都千代田区大手町1-6-1）

アクティブマネージャー情報提供
業務

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

平成17年4月1日 2,028,600
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

59
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

ｉＪＡＭＰ（時事通信社行財政情
報サービス）提供業務

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

平成17年4月1日 2,646,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

60
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事通信J－COMα情報提供業務

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

平成17年4月1日 2,772,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

61
（社）共同通信社
（東京都港区東新橋1-7-1）

水産特別情報提供業務

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

平成17年4月1日 8,221,500
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

62
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

ｉＪＡＭＰ（時事通信社行財政情
報サービス）提供業務

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

平成17年4月1日 1,890,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

63
倉石文彰
（市川市国分2-4-8）

貿易統計データベース提供業務

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

平成17年12月1日 1,115,914

当該サービスを提供しているグローバル・トレー
ド・インフォメーション・サービス社の日本におけ
る唯一の公式販売店であることから、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

64
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

「ＭＡＩＮ　ＭＡＴＥ　Ｍｕｌｔ
ｉＳｃｒｅｅｎ」情報提供業務

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

平成17年12月25日 1,071,000
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

65
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

農林水産省共同利用電子計算機シ
ステムに係る業務・システム最適
化計画の策定に係る支援業務

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

平成17年4月18日 78,225,000

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

66
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

農林水産省の文書管理等業務・シ
ステム最適化に係る支援業務

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

平成17年8月1日 42,000,000

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

67
三井情報開発（株）
（東京都中野区東中野2-7-14）

生鮮食料品流通情報データ通信シ
ステムに係る業務・システム最適
化の策定に係る支援業務

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

平成17年9月2日 33,432,000

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



68
日本ユニシス（株）
（東京都江東区豊洲1-1-1）

農林水産省人事・給与関係業務情
報システムの導入に係る支援業務

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

平成17年8月19日 19,950,000

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

69
（社）日本広報協会
（東京都港区北青山2-7-9）

分かりやすい政策情報のモデル検
討に関する業務

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

平成17年11月28日 8,865,815

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

70
（株）電通
（東京都港区東新橋1-8-1）

「著名人との対談」雑誌掲載業務

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

平成18年2月9日 9,999,150

企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案
内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、
競争を許さないため。
（会計第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

71
電通工業（株）
（東京都港区新橋5-30-4）

農林水産本省庁舎弱電設備保守業
務

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

平成17年4月1日 12,978,000

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

72
テイケイ（株）
（東京都新宿区5-17-17）

農林水産本省庁舎等警備保安業務

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

平成17年4月1日 94,172,400

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

73
（有）デイエム企画
（横浜市旭区さちが丘160-21）

農林水産関係試験研究機関基礎調
査集計業務

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

平成17年10月14日 1,311,723

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

74
（有）水産経営技術研究所
（東京都港区赤坂1-9-13）

燃油高騰の影響及び対策、漁業経
営並びに我が国との操業技術・設
備のその他違いに関する調査・分
析業務

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

平成17年12月28日 3,097,500

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

75
（株）霞ヶ関情報センター
（東京都港区虎ノ門1-22-13）

国際交渉関係ファイリングシステ
ムの賃貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,877,400

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

76
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

パソコン資産管理システム、ウィ
ルス拡散防止等管理システム用機
器の購入契約について

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

平成17年10月13日 30,450,000

一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がな
かったため。
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の
２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

77
（財）日本気象協会
（東京都豊島区東池袋3-1-1）

気象情報提供業務

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

平成17年4月1日 2,698,500
この情報は契約相手方のみが提供しているものであ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

78
（株）ケーアイ・システムズ
（木更津市太田1-11-21）

共同利用電子計算機のオペレー
ション等業務

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

平成17年4月1日 10,584,000

共同利用電子計算機に係る業務内容及び操作技術を
熟知しているのは契約相手方以外になく、競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

79
あずさ監査法人
（東京都新宿区津久戸町1-2）

商品取引員に対する関係業務に関
する公認会計士より支援・助言を
求める顧問業務

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

平成17年4月1日 2,000,000

前年度からの継続案件等についても一貫した支援・
助言を受けることができるのは契約相手方以外にな
く、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

80

ガーベイ・シューベルト・ベイ
ラー法律事務所
（米国ワシントンＤＣ20007-3501
ポトマック通り1000フラワー・ミ
ル・ビル5Ｆ）

日本国の「のり」輸入割当制度に
関し韓国からの要請により設置さ
れたWTO紛争解決機構会合に関連
する法律支援業務

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

平成17年5月25日 3,523,554

水産物貿易に関するＷＴＯ紛争に関して十分な知識
を有し、日本の水産事情に精通しているのは契約相
手方以外になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

81
西村ときわ法律事務所
（東京都港区赤坂1-12-32アーク
森ビル29階）

日本国の「のり」輸入割当制度に
関し韓国からの要請により設置さ
れたWTO紛争解決機構会合に関連
する法律支援業務

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

平成17年5月25日 42,000,000

ＷＴＯ紛争に精通し、前年度外務省において本件パ
ネル紛争の法律支援業務の実績があり、一貫した支
援を受けることができるのは契約相手方以外にな
く、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

82
コミュニケーションデザイン
（佐世保市梅田町5-9）

北海道農政事務所及び北海道統
計・情報事務所の統合に伴う給与
システム一元化業務

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

平成17年8月11日 3,401,293

本システムは契約相手方が開発したものであり、効
率的に業務を履行できるのは契約相手方以外にな
く、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

83
西村ときわ法律事務所
（東京都港区赤坂2-6-1）

大阪地方裁判所平成１７年（行
ウ）第１２５号配当計画取消請求
事件、その上訴事件及び関連事件
ならびにこれら事件に関する法的
諸問題についての法的助言を求め
る委任業務

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

平成17年12月7日 1,500,000

当案件で当省と連名の被告である経済産業省も契約
相手方と契約を締結しており、連携を図る必要があ
ることから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



84
（株）カナデンテレコムエンジニ
アリング
（東京都港区芝大門2-6-1）

農林水産省情報公開手続オンライ
ンシステムに関するソフトウェア
サポート更新業務

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

平成17年12月20日 1,367,100

本システムのソフトウェアの更新は、当初購入ルー
トを通じなければならないことから、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

85
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

農林水産省統計・情報センター
ウィルス対策ソフト更新業務

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

平成17年12月22日 2,205,000

地方ＬＡＮシステム及びウィルスソフト等を構築・
基本設計したのが契約相手方であり、最も的確かつ
効率的に業務を履行できることから、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

86
（株）ティージー情報ネットワー
ク
（東京都品川区東品川4-12-2）

農林水産統計情報総合データベー
スプログラム修正業務

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

平成18年1月25日 7,665,000

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

87
富士通（株）
（東京都港区東新橋1-5-2）

総合食料局旅費システムプログラ
ム修正業務

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

平成18年1月20日 3,899,501

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

88
（株）日立製作所
（東京都江東区新砂1-6-27）

農林水産省統計・情報センター
ルータ設定変更業務

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

平成18年2月17日 2,268,000

ルータは、契約相手方との賃貸借保守契約に基づく
賃貸物件である。設定変更する場合は、所有者に善
良な管理義務を負っていることから、細心の注意を
払う必要があり、本業務を確実に履行できるのは、
所有者でもあり保守業者でもある契約相手方以外に
ないことから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

89
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

統計・情報センター行政情報シス
テム機器移設及び設定変更業務

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

平成18年3月8日 6,832,350

当該システム機器は、契約相手方との賃貸借保守契
約に基づく賃貸物件である。移設等をする場合は、
所有者に善良な管理義務を負っていることから、細
心の注意を払う必要があり、本業務を確実に履行で
きるのは、所有者でもあり保守業者でもある契約相
手方以外にないことから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

90
（株）日立製作所
（東京都江東区新砂1-6-27）

農林水産統計情報処理システム設
定変更業務

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

平成18年2月24日 2,858,625

当該システム機器は、契約相手方との賃貸借保守契
約に基づく賃貸物件である。移設等をする場合は、
所有者に善良な管理義務を負っていることから、細
心の注意を払う必要があり、本業務を確実に履行で
きるのは、所有者でもあり保守業者でもある契約相
手方以外にないことから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

91

富士通（株）官公庁ソリューショ
ン事業本部第一統括営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

行政文書ファイル管理システム用
電子計算機に係る賃貸借契約につ
いて

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

平成17年4月1日 23,814,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２１年
度から）

92

富士通（株）官公庁ソリューショ
ン事業本部第一統括営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

省庁間電子文書交換システム用電
子計算機賃貸借契約について

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

平成17年4月1日 19,152,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

93

日本電気（株）第一ソリューショ
ン事業本部第一官庁ソリューショ
ン事業部
（東京都港区芝5-7-1）
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

農林水産省行政情報システム・イ
ンターネットシステムの賃貸借契
約について

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

平成17年4月1日 110,250,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

94
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

グループウェアサーバ外3点の賃
貸借及び保守（平成13年度導入　
グループウェアサーバ1式等)

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

平成17年4月1日 2,614,752

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

95

（株）日立製作所公共システム営
業統括本部
（東京都江東区新砂1-6-27）
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

農林水産統計情報処理システムの
賃貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 668,927,536

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



96

（株）日立製作所公共システム営
業統括本部
（東京都江東区新砂1-6-27）
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

農林水産省共同利用電子計算機シ
ステムの賃貸借及び保守契約につ
いて

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

平成17年4月1日 233,138,997

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

97

富士通（株）官公庁ソリューショ
ン事業本部第一統括営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

農林水産統計情報総合データベー
スシステム機器に係る賃貸借及び
保守契約について

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

平成17年4月1日 9,639,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

98

日本電気（株）第一ソリューショ
ン事業本部第一官庁ソリューショ
ン事業部
（東京都港区芝5-7-1）
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

農林水産省統計・情報センター行
政情報システム機器の賃貸借及び
保守契約について

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

平成17年4月1日 35,280,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

99
出光興産（株）
（東京都千代田区丸の内3-1-1）

航空タービン燃料の購入について

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

平成18年2月24日 8,294,652

農林水産大臣及び経済産業大臣が、急遽海外出張す
ることに伴い使用する政府専用航空機の航空タービ
ン燃料（国内給油分）である。燃料の調達は急を要
するため、政府専用航空機を管理している防衛庁が
契約している直近の相手方と緊急的に契約したもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

100
（株）日本航空インタ-ナショナ
ル
（東京都品川区東品川2-4-11）

航空タービン燃料の購入について

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

平成18年2月24日 5,082,509

農林水産大臣及び経済産業大臣が、急遽海外出張す
ることに伴い使用する政府専用航空機の航空タービ
ン燃料（国外給油分）である。燃料の調達は急を要
するため、政府専用航空機を管理している防衛庁が
契約している直近の相手方と緊急的に契約したもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

101
日本炭酸（株）東京支店
（東京都港区西新橋1-16-7）

液化炭酸ガスの購入について

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

平成18年2月14日 17,444,700

家畜伝染病予防法第４９条に基づき、国が家畜伝染
病のまん延の防止のため防疫資材を早急に調達する
必要があることから、対応可能な相手方と緊急的に
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

102
日本炭酸（株）東京支店
（東京都港区西新橋一丁目16番7
号）

液化炭酸ガス噴射機外２点の購入
について

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

平成18年2月14日 2,131,500

家畜伝染病予防法第４９条に基づき、国が家畜伝染
病のまん延の防止のため防疫資材を早急に調達する
必要があることから、対応可能な相手方と緊急的に
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

103
文祥堂商事（株）
（東京都港区三田5-3-7）

ポリプロピレン製角型容器外５点
の購入について

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

平成18年2月14日 5,540,640

家畜伝染病予防法第４９条に基づき、国が家畜伝染
病のまん延の防止のため防疫資材を早急に調達する
必要があることから、対応可能な相手方と緊急的に
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

104
（株）江田商会
（横浜市南区中島町3-51）

防疫服外５点の購入について

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

平成18年2月14日 36,772,417

家畜伝染病予防法第４９条に基づき、国が家畜伝染
病のまん延の防止のため防疫資材を早急に調達する
必要があることから、対応可能な相手方と緊急的に
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

105
独身寮の清掃及び管理業務（三鷹
寮）

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

平成17年4月1日 1,946,400

本業務の要件である経験豊富かつ独身寮の近隣に居
住していることを満たしており、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

106
独身寮の清掃及び管理業務（戸塚
寮第１）

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

平成17年4月1日 1,946,400

本業務の要件である経験豊富かつ独身寮の近隣に居
住していることを満たしており、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

107
独身寮の清掃及び管理業務（戸塚
寮第２）

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

平成17年4月1日 1,135,400

本業務の要件である経験豊富かつ独身寮の近隣に居
住していることを満たしており、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

108
独身寮の清掃及び管理業務（峰友
寮）

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

平成17年4月1日 1,297,600

本業務の要件である経験豊富かつ独身寮の近隣に居
住していることを満たしており、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

109
独身寮の清掃及び管理業務（池ノ
上寮）

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

平成17年4月1日 1,622,000

本業務の要件である経験豊富かつ独身寮の近隣に居
住していることを満たしており、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



110
（株）日立ビルシステム
（東京都千代田区神田錦町1-6）

小室住宅エレベーター保守業務

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

平成17年4月1日 1,008,000
当該住宅に設置しているエレベーターの製作業者の
製品を専門にメンテナンスを行っているのは契約相
手方しかなく、競争を許さないため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

111
ヤマト運輸（株）
（東京都江東区東雲2-2-3）

平成１７年度運送業務（単価）

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

平成17年4月1日 1,948,020
会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９条第８
号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

112
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

果樹調査等集計プログラムの修正
業務

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

平成17年7月29日 4,129,125

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

113
（株）日立製作所
（東京都江東区新砂1-6-27）

農業経営統計調査（月次入力処
理）集計プログラム等の修正業務

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

平成17年9月16日 90,205,500

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

114
日本デェイブレイク（株）
（東京都港区芝2-9-10）

給与計算事務システム修正等業務

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

平成17年9月28日 5,281,500

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

115
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

農林水産省統計・情報センター
ノーツシステムの更新業務

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

平成17年11月16日 15,120,000

ＬＡＮシステムの構築、ＬＡＮサーバの保守を実施
している契約相手方と契約を締結することにより、
履行期間の短縮、経費の節減がはかれることから、
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

116
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

資金前渡官吏事務システム修正等
業務

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

平成17年11月22日 14,542,500

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

117
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

諸謝金等整理システム修正等業務

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

平成17年11月29日 7,938,000

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

118
（株）日立製作所
（東京都江東区新砂1-6-27）

生産農業所得統計集計プログラム
等の修正業務

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

平成17年12月27日 55,457,325

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

119
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

花き調査集計プログラム等の修正
業務

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

平成17年12月27日 23,440,200

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

120
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

電子入札システム修正等業務

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

平成17年12月7日 8,400,000

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

121
メリアル・ジャパン（株）
（東京都千代田区永田町2-14-2）

口蹄疫不活化予防液（０１－Ｍａ
ｎｉｓａ、Ａ　Ｍａｌｙｓｉａ９
７、Ａｓｉａ－１　Ｓｈａｍｉ
ｒ）の通関、運送業務

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

平成17年12月13日 1,562,800

温度管理に配慮しつつ、安全かつ速やかに本業務を
履行できるのは、口蹄液の納入業者である契約相手
方以外になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

122
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
（東京都港区三田1-4-28）

物品管理事務システム修正等業務

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

平成17年12月22日 11,025,000

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

123
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

漁業経営調査（家族型）集計プロ
グラムの修正業務

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

平成18年2月2日 29,910,562

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

124
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

国家公務員給与実態調査プログラ
ム修正業務

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

平成18年1月17日 10,489,500

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

125
（株）プラス・アルファ
（東京都港区元赤坂1-2-7）

品種登録ホームページデータベー
スシステムプログラム修正業務

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

平成18年1月20日 3,869,250

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



126
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

情報機器の移設等及び返還業務

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

平成18年3月16日 56,767,200

当該情報機器は、契約相手方との賃貸借保守契約に
基づく賃貸物件である。移設等をする場合は、所有
者に善良な管理義務を負っていることから、細心の
注意を払う必要があり、本業務を確実に履行できる
のは、所有者でもあり保守業者でもある契約相手方
以外にないことから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

127
日本デェイブレイク（株）
（東京都港区芝2-9-10）

給与計算事務システム修正等業務

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

平成18年2月10日 8,046,150

本システムは契約相手方が開発したものであり、互
換性を確保することができるのは契約相手方以外に
なく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

128
スタ-クマインド（株）
（東京都渋谷区恵比寿1-10-6）

競争参加資格審査申請書入力プロ
グラム修正業務

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

平成18年2月21日 1,428,000

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

129
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
（東京都港区三田1-4-28）

薬事法承認・許可等台帳システム
修正業務

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

平成18年3月7日 6,090,000

本プログラムは契約相手方が開発したものであり、
互換性を確保することができるのは契約相手方以外
になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

130
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 18,782,707

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

131
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 4,055,515

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

132
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機（キャノン）の賃
貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,427,615

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

133
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機（キャノン）の賃
貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 2,971,960

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

134
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

フルカラーデジタル複写機（大臣
官房）の賃貸借及び保守契約につ
いて

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

平成17年4月1日 3,455,487

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

135
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,097,595

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

136
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,098,139

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

137
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

フルカラーデジタル複写機（リ
コー）の保守契約について

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

平成17年4月1日 2,936,778

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

138

コニカミノルタ　ビジネスソ
リューションズ（株）
（東京都中央区日本橋本町1-5-
4）

電話ファクス（コニカミノルタ）
の賃貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,237,858

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



139
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機（経営局）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,891,997

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

140
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

フルカラーデジタル複写機（リ
コー）の保守契約について

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

平成17年12月21日 2,281,545

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

141
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 11,326,522

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

142
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 7,187,981

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

143
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 3,930,371

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

144
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 2,271,821

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

145
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（国際部）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 6,253,044

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

146
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（国際部）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年6月21日 1,825,877

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

147
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

フルカラーデジタル複写機（キャ
ノン）の賃貸借及び保守契約につ
いて

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

平成17年4月1日 1,844,326

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

148
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の保守契
約について

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

平成17年4月1日 1,071,961

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

149
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 7,151,355

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

150

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）
（東京都中央区日本橋本町1-5-
4）

デジタル複写機（コニカミノル
タ）の賃貸借及び保守契約につい
て

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

平成17年4月1日 2,262,756

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

151
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機外（リコー）の賃
貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 24,329,224

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



152

日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

漁獲管理情報処理システムの賃貸
借契約について

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

平成17年4月1日 3,208,199

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

153

日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

漁獲管理情報処理システム増設機
器に係る賃貸借契約について

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

平成17年4月1日 2,882,439

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

154
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の賃貸借
及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,121,519

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

155

コニカミノルタ　ビジネスソ
リューションズ（株）
（東京都中央区日本橋本町1-5-
4）

フルカラーデジタル複写機（水産
庁）の賃貸借及び保守契約につい
て

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

平成17年4月1日 1,584,767

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

156
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の保守契
約について

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

平成17年4月1日 1,826,070

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

157
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

電子計算機（種苗品種データシス
テム）の賃貸借及び保守契約につ
いて

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

平成17年4月1日 2,772,000

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

158
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電話ファクス（リコー）の保守契
約について

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

平成17年4月1日 2,802,839

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

159
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成16年度導入 LAN用パソコン
472式等)

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

平成17年4月1日 71,568,627

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

160
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成16年度導入 LAN用パソコン
367式等)

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

平成17年4月1日 98,735,184

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

161
（株）ＫＤＤＩネットワーク＆ソ
リューションズ
（東京都文京区本駒込2-28-8）

通信回線の利用、通信機器の賃貸
借及び保守（平成14年度導入)

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

平成17年4月1日 22,822,200

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

162
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 9,904,902

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

163

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）
（東京都中央区日本橋本町1-5-
4）

フルカラーデジタル複写機外（コ
ニカミノルタ）の保守契約につい
て

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

平成17年4月1日 4,822,249

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

164
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の保守
契約について

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

平成17年4月1日 5,741,681

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



165
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機（リコー）の賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 18,380,259

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

166
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外4点の賃貸借及び
保守（平成12年度導入分 LAN用パ
ソコン134式等）

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

平成17年4月1日 59,798,046

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

167
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外10点の賃貸借及
び保守（平成13年度導入 LAN用パ
ソコン91式等)

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

平成17年4月1日 164,262,168

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

168
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

汎用電子計算機外２点の賃貸借及
び保守（平成１４年度導入　汎用
電子計算機一式等）

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

平成17年4月1日 44,215,008

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

169
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

小型電子計算機外6点の賃貸借及
び保守（平成14年度導入 小型電
子計算機51式等)

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

平成17年4月1日 90,402,912

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

170
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外 1点の賃貸借及
び保守（平成14年度導入 LAN用パ
ソコン41式等)

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

平成17年4月1日 8,855,784

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

171
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

農政事務所情報システム用端末装
置外6点の賃貸借及び保守（平成
14年度導入 サーバ292式等)

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

平成17年4月1日 151,644,156

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

172
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

グループウェアサーバ外2点の賃
貸借及び保守（平成14年度導入　
グループウェアサーバ47式等)

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

平成17年4月1日 18,249,240

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

173
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

グループウェアソフトの賃貸借
（平成15年度導入 2387式)

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

平成17年4月1日 5,774,628

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

174
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成15年度導入 LAN用パソコン
109式等)

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

平成17年4月1日 17,196,912

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

175
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機（キャノン）の賃
貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 4,067,442

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

176

（株）日立製作所公共システム営
業統括本部
（東京都江東区新砂1-6-27）
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

農林水産省統計・情報センター
ルータの賃貸借及び保守契約につ
いて

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

平成17年4月1日 11,535,048

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

177

日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

農林水産省地方農政局統計・情報
センタールータ及び沖縄総合事務
局統計・情報センタールータ賃貸
借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 1,837,859

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



178
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機外（リコー）の賃
貸借及び保守契約について

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

平成17年4月1日 25,981,313

　当該賃貸借及び保守契約については、継続契約す
ることにより適正な価格での契約が見込めることか
ら、前年度に引き続き同一機器を当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

179
東京官書普及（株）
（東京都千代田区神田錦町1-2）

農林水産六法（平成18年版）の購
入について

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

平成18年1月30日 3,252,480

　当該図書は（株）学陽書房が発行しており、販売
については、販売委託契約に基づき東京官署普及
（株）に委託していることから、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

180
（株）エリート印刷
（牛久市神谷1-43-2）

ジュニア農林水産白書　わたした
ちの食料・農林水産業・農山漁村
のすがたの印刷製造

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

平成17年6月13日 4,559,940

当該印刷物に掲載されているイメージキャラクター
は、平成１３・１４・１６年度の３ヵ年間掲載され
ており、なじみやすいキャラクターとして認知度が
高いという評価を得ている。引き続き当該白書の普
及、出前講座等を円滑に推進するためには、同一の
キャラクターを使用する必要があり、このキャラク
ターの著作者である（株）エリート印刷と随意契約
を結ぶ必要がある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

181
（株）野村総合研究所
（東京都千代田区丸の内1-6-5）

業務・システムの分析・評価、最
適化計画の策定に関わるCIO等に
対する支援・助言等を行うCIO補
佐官業務

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

平成17年4月1日 76,125,000

本業務を契約相手方が前年度に請け負っており、継
続性を確保しつつ遂行していくことが必要な業務で
あることから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

182
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度容器包装利用・製造
等実態調査

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

平成17年4月27日 30,761,140

本調査に必要なプログラム及び過去のデータを有し
ているのは契約相手方以外になく、競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

183
（株）日本農業新聞
（東京都台東区秋葉原2-3）

「農林水産大臣新春対談」紙面作
成業務

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

平成17年12月21日 4,620,000

契約相手方が発行する新聞は、農業の専門誌であ
り、農業関係新聞としては最も発行部数が多いた
め、最も効果的に広報できることから、競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

184
（株）リクルート
（東京都中央区銀座8-4-7）

平成１７年度就職支援サイトへの
情報掲載業務

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

平成18年2月22日 1,483,125

契約相手方が運営する就職支援サイトは、学生から
のアクセス数が最も多いため、最も効果的に広報で
きることから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

185
富士フィルムメディカル（株）
（東京都中央区八重洲1-5-3）

デジタルX線撮影装置保守業務

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

平成17年4月1日 1,317,960
本装置は契約相手方が開発し、特許を有しているこ
とから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

186
（株）グリーンキャブ
（東京都新宿区戸山3-15-1）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー）

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

平成17年4月1日 20,394,200

当省の要件である費用、供給、安全・サービスにお
いて、全て満たすことができる者を選定したもので
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

187
大和自動車交通（株）
（東京都中央区銀座1-9-7）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー）

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

平成17年4月1日 44,330,220

当省の要件である費用、供給、安全・サービスにお
いて、全て満たすことができる者を選定したもので
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

188
東京都個人タクシ-協同組合
（東京都中野区弥生町5-6-6）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー）

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

平成17年4月1日 42,156,330

当省の要件である費用、供給、安全・サービスにお
いて、全て満たすことができる者を選定したもので
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

189
東京無線協同組合
（東京都杉並区高円寺北2-1-20）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー）

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

平成17年4月1日 164,310,780

当省の要件である費用、供給、安全・サービスにお
いて、全て満たすことができる者を選定したもので
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

190
日個連東京都営業協同組合
（東京都豊島区巣鴨1-9-1）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー）

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

平成17年4月1日 92,035,430

当省の要件である費用、供給、安全・サービスにお
いて、全て満たすことができる者を選定したもので
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

191
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（東京都千代田区内幸町1-1-6）

農林水産本省庁舎電話交換設備保
守業務

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

平成17年4月1日 5,745,600

本設備は契約相手方が当省専用として設計・施工し
たものであり、他の業者が履行するのは困難である
ことから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



192
シチズンTIC（株）
（小金井市前原町5-6-12）

農林水産本省庁舎等電気時計保守
業務

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

平成17年4月1日 2,115,577

本設備は契約相手方が作成・設置したものであり、
他の業者が履行するのは困難であることから競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

193
（株）JCBソリューション
（東京都港区南青山5-1-22）

ETCスルーカードの利用業務

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

平成17年4月1日 2,408,623
年会費、再発行手数料及び保証金不要等、最も経済
的であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

194
升田純法律事務所
（東京都千代田区飯田橋3-3-6）

商品先物取引及び卸売市場に関す
る監督業務の実施に当たり弁護士
より支援・助言を求める顧問業務

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

平成17年4月1日 1,260,000

前年度からの継続案件等についても一貫した支援・
助言を受けることができるのは契約相手方以外にな
く、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

195
協同クレジット
（東京都千代田区内神田1-1-12）

クレジットサービス（単価）

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

平成17年4月1日 15,857,281

より利便性が高く、緊急対応が可能であり、かつ、
事務手数料も廉価であることから、競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

196
三井住友クレジット
（東京都港区新橋5-2-10）

クレジットサービス（単価）

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

平成17年4月1日 14,329,170

より利便性が高く、緊急対応が可能であり、かつ、
事務手数料も廉価であることから、競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

197
（株）東京国際フォーラム
（東京都千代田区丸の内3-5-1）

アグリビジネス創出フェア会場借
上げ業務

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

平成17年8月10日 12,600,000

本フェアを開催するための要件である収容スペー
ス、交通アクセス及び日程を、全て満たすことがで
きるのは契約相手方以外になく、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

198
日高東亜国際特許事務所
（東京都台東区花川戸1-2-5）

輸出促進キャンペーンロゴマーク
の商標登録出願業務

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

平成17年9月16日 1,980,700

本業務を実施するのに必要な拠点に事務所を有し、
確実に履行できるのは契約相手方以外になく、競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

199
丸の内新聞事業協同組合
（東京都千代田区内幸町1-7-10）

新聞の購入（単価）

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

平成17年9月30日 19,233,118

農林水産省本省の所在地域において、主要全国紙を
取り扱っているのは丸の内新聞事業協同組合のみで
あることから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

200
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

資金前渡官吏事務システム運用支
援業務

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

平成17年11月16日 1,307,250

本システムは契約相手方が開発したものであり、他
の業者が履行するのは困難であることから競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

201
日本デェイブレイク（株）
（東京都港区芝2-9-10）

給与計算事務システム運用支援業
務

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

平成17年11月16日 2,425,500

本システムは契約相手方が開発したものであり、他
の業者が履行するのは困難であることから競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

202
群馬県立群馬産業技術センター
（前橋市亀里町884-1）

こんにゃく粉（精粉）の分別手法
開発調査業務

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

平成18年1月18日 2,100,000

地域特産物であるこんにゃくを幅広く調査・研究し
ており、本業務を履行できるのは契約相手方以外に
ないことから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

203
早稲田大学
（東京都新宿区戸塚町1-104）

第５７回獣医師国家試験会場の借
り上げ業務

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

平成18年2月28日 1,686,088

本試験の要件である収容スペース、交通アクセス及
び日程等を、全て満たすことができるのは契約相手
方以外になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

204
（株）インテック
（東京都江東区新砂１－３－３）

農林水産省認証局のＣＰ／ＣＰＳ
準拠性監査業務

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

平成18年1月26日 5,880,000

当初契約において一般競争入札により落札したもの
であり、セキュリティ上、安全かつ的確に実施でき
るのは契約相手方以外になく、競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



205
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（東京都千代田区内幸町1-1-6）

合同庁舎（本館）交換機修繕工事　
　　　　　　千代田区霞が関１－
２－１　　　　　　　　　　　　
18/2/25～18/3/31　　　　　　　　
　電気工事

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

平成18年2月24日 9,975,000

本工事は、農林水産省庁舎の電話交換機の改修工事
である。主な工事内容は、通話を制御する基盤パッ
ケージの部品交換及び内線トランクの増設である。
今回改修予定の交換機とは、主に、ＮＴＴとの公衆
回線を内線電話機に転送する機能、時間帯により交
換台と自動応答装置に振り分ける機能、内線相互の
通話制御を行う機能といった、省内の内線電話につ
いて集中的に制御を行っている機器で、省内には１
台のみ設置されている。当該機器は、日本電信電話
（株）が平成５年に農林水産省専用の交換機として
設計設置したもので、その運用は現在ＮＴＴコミュ
ニケーションズ（株）に引き継がれており、バー
ジョンアップ等の機能変更や保守点検は全て同社が
行っている。これは、機器の性格上、仕様が一般に
広く公開されるものではないためで、現在この修理
に携われる技術者は、同社が直接指導教育した者し
かできないのが現状である。今回の施工内容は、機
器の中心的な機能を直接改修する者であることか
ら、内部仕様と運用の現状を熟知した者しか施工で
きない。また、この交換機が作業中等に長時間停止
した場合、当省と外部との電話連絡等が不通となる
ことは勿論、内線相互の通話も不可能となってしま
い、多大な支障が生じることとなる。従って、作業
中の万一の事態にも迅速確実な対応の体制が求めら
れる。これらの条件を満たす請負業者は、ＮＴＴコ
ミュニケーションズ（株）のみであるため。（会計
法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

206
（株）阿部廣電社
（東京都千代田区岩本町2-18-9）

合同庁舎（本館）事務室電気設備
移設工事　　　　　　　　　　　　
　　千代田区霞が関１－２－１　
　　　　　　　　　　　18/3/17
～18/3/31　　　　　　　　　電
気工事

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

平成18年3月16日 12,127,500
指名競争を実施したところ落札者がないため（予決
令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

207
（株）中央アイデン
（東京都新宿区西新宿4-24-16）

合同庁舎（本館）事務室電灯照明
設備改修工事　　　　　　　　　　
　　　　　千代田区霞が関１－２
－１　　　　　　　　　　　
17/9/16～17/12/25　　　　　　　
　　　　　　　　　　電気工事

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

平成17年9月15日 36,750,000
指名競争を実施したところ落札者がないため（予決
令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

208
（株）山崎組
（盛岡市加賀野3-12-30）

農林水産省公務員宿舎生産局（厨
川）第１宿舎屋根改修その他工事　
　　　　　岩手県盛岡市下厨川穴
口　　　　　　　　　　　　　
17/8/19～17/11/10　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　建築
一式工事

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

平成17年8月18日 9,765,000
指名競争を実施したところ落札者がないため（予決
令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

209
愛媛通信建設（株）
（松山市来住町1395-2）

中国四国農政局（松山）合同庁舎
電気設備改修その他工事　　　　　
　　　　　18/2/11～18/3/31　　
　　　　　　　　　　　　　電気
工事

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

平成18年2月10日 9,618,000
指名競争を実施したところ落札者がないため（予決
令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

210
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692－
２）

独立行政法人家畜改良センター長
野牧場の宿舎用地土地賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 9,331,620

当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在して
おり、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討
の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

211
北海道中央バス（株）関連事業部
不動産センター
（札幌市中央区大通東１－３）

美唄宿舎敷地賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 2,680,480

当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在して
おり、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討
の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

212
熊本県知事
（熊本市水前寺６－18－１）

西合志宿舎敷地賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 33,821,823

当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在して
おり、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討
の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

213
東京都出納長
（新宿区西新宿２－８－１）

水産庁専用桟橋に係る土地占有料
（晴海埠頭公園）
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 1,094,336

当該地には、国有財産である専用桟橋が所在してお
り、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討の
余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



214
北海道出納長
（札幌市中央区北３条西６丁目）

さけ・ます資源管理センター根室
支所公務員宿舎土地借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 1,203,336

当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在して
おり、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討
の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

215
境港漁業調整事務所宿舎賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 2,513,952
当該地には、公務員宿舎が所在しており、現状を踏
まえると、本件に係る代替地は検討の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

216
境港漁業調整事務所宿舎賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 919,812
当該地には、公務員宿舎が所在しており、現状を踏
まえると、本件に係る代替地は検討の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

217
境港漁業調整事務所宿舎賃貸借料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 891,720
当該地には、公務員宿舎が所在しており、現状を踏
まえると、本件に係る代替地は検討の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

218
鳥取県出納長
（鳥取市東町１－220）

境港漁調事務室使用料
17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 5,861,760
当該地には、庁舎が所在しており、現状を踏まえる
と、本件に係る代替地は検討の余地がない。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

219 庁舎・研修生寮清掃等業務　１式
契約担当官　農林水産研修所長
清水　寛道（八王子市廿里町36-
1）

平成17年4月1日 1,512,000

会計法第２９条の３第４項
勤務形態が不規則であり競争させることが不可能で
ある。
研修生、外部講師の応対等経験と知識を必要とする
ことによる。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

220 庁舎・研修生寮清掃等業務　１式
契約担当官　農林水産研修所長
清水　寛道（八王子市廿里町36-
1）

平成17年4月1日 1,512,000

会計法第２９条の３第４項
勤務形態が不規則であり競争させることが不可能で
ある。
研修生、外部講師の応対等経験と知識を必要とする
ことによる。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

221 庁舎・研修生寮清掃等業務　１式
契約担当官　農林水産研修所長
清水　寛道（八王子市廿里町36-
1）

平成17年4月1日 1,512,000

会計法第２９条の３第４項
勤務形態が不規則であり競争させることが不可能で
ある。
研修生、外部講師の応対等経験と知識を必要とする
ことによる。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

222
構内清掃及び諸設備保守管理業務　
１式

契約担当官　農林水産研修所長
清水　寛道（八王子市廿里町36-
1）

平成17年4月1日 1,512,000

会計法第２９条の３第４項
勤務形態が不規則であり競争させることが不可能で
ある。
研修生、外部講師の応対等経験と知識を必要とする
ことによる。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

223
協立情報通信（株）
（東京都港区浜松町1-9-10）

電話交換機設備賃貸借　一式
支出負担行為担当官　農林水産政
策研究所長　西尾　健（東京都北
区西ヶ原２－２－１）

平成17年4月1日 1,008,000

　この設備は、協立情報通信（株）が構築したもで
あり、他の業者では保守を行うことが不可能であ
る。また、新たに設備を構築すると多額の経費が係
るなど競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

224
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

給与システム賃貸借　　一式
支出負担行為担当官　農林水産政
策研究所長　西尾　健（東京都北
区西ヶ原２－２－１）

平成17年4月1日 1,169,280

　沖電気工業（株）が所有しその賃貸借を日本電子
計算（株）に委託していることから同社と会計法第
２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を締結す
ることとする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

225
特定非営利活動法人リスク・コ
ミュニケーション研究会
（西宮市中前田4-5-1202）

食品の安全性の心理的評価に関す
る社会心理学的分析業務

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

平成17年9月8日 1,365,000

　社会心理学の学問的水準は他に例がないほど高い
ことから、当業務を効果的に実施できる機関は特定
非営利活動法人リスク・コミュニケーション研究会
以外に無く、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

226

（株）UFJ総合研究所（18.1.1三
菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ（株）に社名変更）
（東京都港区新橋1-11-7）

食品循環資源再生利用等促進法定
着推進調査費 1式

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

平成17年7月8日 5,435,000
専門的な知見に基づく調査分析が必要なことから、
調査計画書の提案内容による企画競争としたため。
（会計法第29条の3第4項)

その他 ―
１８年度限
り



227
特定非営利活動法人エコ・ビジョ
ン沖縄
（那覇市首里鳥堀町4-44-1）

ゼロエミッション構想に基づく
「生ごみ循環」と「食・農観光」
の調査及びプログラム開発 1式

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

平成17年10月3日 6,209,000

内閣府都市再生本部が公募により委託先を含め事業
を採択。主管省の国土交通省から予算の移替を受
け、当省が執行を担ったため。（会計法第29条の3
第4項)

その他 ―
１８年度限
り

228
（株）日本総合研究所
（東京都千代田区一番町16番）

平成17年度食品産業等緊急実態調
査･分析委託事業 1式

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

平成18年2月21日 4,000,000

本調査に行うにあたっては、委託先が日本の食品産
業全般に精通していることが前提となり、また、そ
の選定においては、食品産業分野の調査研究実績が
あるとともに、その経験・知識に基づき、どのよう
な調査方法・調査内容でいかなる調査結果が得られ
るかが重要なポイントとなる。このため、調査計画
書の提案内容による企画競争により、委託先を決定
することにしたもの。（会計法第29条の3第4項)

その他 ―
１８年度限
り

229
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外4点の賃貸借及び
保守（平成12年度導入分 LAN用パ
ソコン134式等）

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 15,207,423

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

230
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外10点の賃貸借及
び保守（平成13年度導入 LAN用パ
ソコン91式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 40,001,976

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

231
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

汎用電子計算機外2点の賃貸借及
び保守（平成14年度導入 汎用電
子計算機１式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 11,167,032

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

232
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

小型電子計算機外6点の賃貸借及
び保守（平成14年度導入 小型電
子計算機51式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 24,725,304

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

233
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコン外 1点の賃貸借及
び保守（平成14年度導入 LAN用パ
ソコン41式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 2,399,292

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

234
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

農政事務所情報システム用端末装
置外6点の賃貸借及び保守（平成
14年度導入 サーバ292式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 38,783,928

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

235
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

グループウェアサーバ外2点の賃
貸借及び保守（平成14年度導入　
グループウェアサーバ47式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 4,562,304

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

236
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

グループウェアソフトの賃貸借
（平成15年度導入 2387式)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 1,443,660

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

237
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成15年度導入 LAN用パソコン
109式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 4,450,716

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



238
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成16年度導入 LAN用パソコン
472式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 17,845,068

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

239
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

LAN用パソコンの賃貸借及び保守
（平成16年度導入 LAN用パソコン
367式等)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 24,681,816

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

240
（株）ＫＤＤＩネットワーク＆ソ
リューションズ
（東京都文京区本駒込2-28-8）

通信回線の利用、通信機器の賃貸
借及び保守（平成14年度導入)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 5,740,332

当初導入時に競争により契約の相手を決定したもの
であり、継続して賃貸借するか一般競争入札に移行
するか比較検討したところ、引き続き賃貸借するほ
うが有利な価格での契約が見込めるため。（会計法
第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

241
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2-4-1）

情報機器の移設等及び返還業務の
請負

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年3月16日 8,332,800

既締結契約において、物件の移設、設定調整、改造
及び返還する場合は、当該契約相手方と協議の上実
施しその費用は当省が負担することになっており、
また、物件は、精密機械であり、かつ残存価値を残
していることから、一連の作業中の障害発生を避け
るため及び本業務を的確に遂行できるのは物件所有
者である契約相手方が唯一の者であるため。（会計
法第29条の3第4項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

242
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 1,814,293,860

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.06円
/60kgほか
247件

243
全国主食集荷協同組合連合会
（東京都中央区日本橋人形町1-9-
2）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 81,361,006

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.06円
/60kgほか
247件



244
日本通運北海道営業部
（札幌市北区北7条西4-5-3）
他613業者

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 25,727,134,425

　政府所有米麦に係る保管業者の選定については、
保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、
最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
　仮に保管料総額について一般競争入札を行うとし
た場合、入札条件として保管期間を明示する必要が
あるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を
踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫
するか契約時点では不明であり、保管期間を明示す
ることができない。
　また、外国産麦については、製粉企業の需要を定
期的（三半期ごと）に聴取し、輸入港所在他事務所
から銘柄別、工場別の需要量を把握して、必要とし
ている麦を無駄なく効率的に輸入するとともに、こ
のような各製粉企業の需要に基づいて、港の収容力
および製粉企業の利便性も考慮して、製粉企業への
搬入が経済的かつ効率的な保管場所を選定し、当該
保管場所で製粉企業へ売却しているところである。
この保管場所は製粉工場に隣接する形で配置されて
いる場合がほとんどである。　このため、これまで
は入札制は採用できないとしており、会計法及び予
決令においても「保管させるときは随意契約するこ
とができる」旨定められていることから、随意契約
により契約を締結しているところである。

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
15.87円
/60kgほか
338件

245
日清製粉（株）札幌営業部
（札幌市中央区北3条西3丁目1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 22,716,794

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

246
ワタヒョウ（株）
（仙台市若林区卸町3-4-2）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 1,427,600

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
15.87円
/60kgほか
338件



247
昭和産業（株）鹿島工場
（神栖市東深芝6）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 254,516,098

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

248
日東製粉（株）埼玉工場
（熊谷市大字御稜威ヶ原字下林
611-11）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 7,588,723

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

249
日本製粉（株）千葉工場
（千葉市美浜区新港229-4）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 256,621,572

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



250
昭和産業（株）船橋工場
（船橋市日の出2-20-2）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 83,777,435

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

251
千葉埠頭サイロ（株）
（千葉市美浜区新港17）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 144,125,316

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

252
日東製粉（株）東京工場
（東京都大田区東海6-2-1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 349,193,841

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



253
東京製粉（株）
（東京都江東区扇橋2-10-3）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 16,490,564

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

254
日本製粉（株）横浜工場
（横浜市神奈川区千若2-1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 368,686,358

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

255
日清サイロ（株）鶴見事業所
（川崎市川崎区大川町3-1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 421,082,870

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



256
（株）はくばく
（山梨県南巨摩郡増穂町最勝寺
1351）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 10,428,698

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

257
日清サイロ（株）知多事業所
（知多市北浜町12）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 354,368,885

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

258
セントラル製粉（株）
（知多市北浜町13-5）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 3,111,043

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



259
日本製粉（株）名古屋工場
（名古屋市港区入船1-1-34）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 46,361,468

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

260
日本製粉（株）大阪工場
（大阪市大正区平尾1-4-29）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 1,292,293

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

261
飯坂製粉（株）
（和泉市寺田町1-1-10）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 190,263,415

　政府所有米麦に係る保管業者の選定については、
保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、
最も好条件を有する者を選ぶこととしている。
　仮に保管料総額について一般競争入札を行うとし
た場合、入札条件として保管期間を明示する必要が
あるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を
踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫
するか契約時点では不明であり、保管期間を明示す
ることができない。
　また、外国産麦については、製粉企業の需要を定
期的（三半期ごと）に聴取し、輸入港所在他事務所
から銘柄別、工場別の需要量を把握して、必要とし
ている麦を無駄なく効率的に輸入するとともに、こ
のような各製粉企業の需要に基づいて、港の収容力
および製粉企業の利便性も考慮して、製粉企業への
搬入が経済的かつ効率的な保管場所を選定し、当該
保管場所で製粉企業へ売却しているところである。
この保管場所は製粉工場に隣接する形で配置されて
いる場合がほとんどである。　このため、これまで
は入札制は採用できないとしており、会計法及び予
決令においても「保管させるときは随意契約するこ
とができる」旨定められていることから、随意契約
により契約を締結しているところである。

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



262
日清製粉（株）神戸工場
（神戸市兵庫区明和通1-1-4）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 24,754,995

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

263
（株）増田製粉所
（神戸市長田区梅ケ香町1-1-10）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 33,003,166

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

264
昭和産業（株）神戸工場
（神戸市東灘区御影浜町5）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 308,743,061

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



265
鳥越製粉（株）広島工場
（広島県安芸郡坂町植田1-5-1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 51,767,572

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

266
東福製粉（株）
（福岡市中央区那の津4-9-20）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 12,455,312

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

267
理研農産化工（株）
（佐賀市大財北町2-1）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 3,091,701

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件



268
日清製粉（株）鳥栖工場
（鳥栖市原町1060）

政府所有食糧及び農産物等寄託契
約
（保管料）

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

平成17年4月1日 16,523,746

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８年度競争入札の
試行を経て、１９年度以降競争的条件
を高めた手法の導入について検討）

単価契約
保管料単価 
1期当たり
18.19円
/100kgほか
338件

269
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

政府倉庫における倉庫特殊荷役等
の請負契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月14日 30,738,919

この契約では、請負業者が所有するパレットを使用
して米の保管を行っており、請負業者を変更するた
めには、現在保管に使用しているパレットの積替え
作業を実施するための経費が必要になり、予算執行
上不健全であることから、本契約は会計法第29条の
3第4項に規定する「契約の性質が競争を許さない場
合」に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
倉庫特殊荷
役賃 単価
1,842円/ｔ
ほか130件

270
全国通運（株）
（東京都中央区八丁堀2-27-10）

政府倉庫における倉庫特殊荷役等
の請負契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月14日 6,239,654

この契約では、請負業者が所有するパレットを使用
して米の保管を行っており、請負業者を変更するた
めには、現在保管に使用しているパレットの積替え
作業を実施するための経費が必要になり、予算執行
上不健全であることから、本契約は会計法第29条の
3第4項に規定する「契約の性質が競争を許さない場
合」に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
倉庫特殊荷
役賃 単価
1,842/tほか
130件

271
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

政府倉庫におけるパレット賃貸借
契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年6月2日 3,226,497

　パレットを賃借する場合は、賃借料と回送料が必
要となる。
  賃借料については、現行の契約者と随意契約する
方が、市場価格で賃借するパレットより有利な価格
であり、また、回送料は不要である。
  さらに、一般競争入札に付して新たな契約の相手
方が選定された場合、借り受けているパレットを現
行の契約業者に返却し、新たな契約パレットに積替
える費用が必要となる。
  したがって、本契約については通常の市場価格よ
り著しく有利な価格をもって契約を結ぶことができ
ることから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第4号のロの規定「競争に付す
ることが不利と認められる場合」であって「時価に
比べて著しく有利な価格をもって契約をすることが
できる見込みがあること」に該当する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度新規分から）

単価契約
パレット賃
貸借料 単価
1.5円/枚・
日ほか2件

272
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

政府サイロにおけるフレコン詰め
荷役請負契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 26,616,333

  横浜サイロは元来小麦用であったものを米穀用に
転用したものであり、使用するフレコンはサイロの
搬出装置に合わせて改良した特殊なものであること
から、荷役業務の効率化のために特殊な技術を必要
とするが、日本通運㈱が唯一この技術を有してい
る。
  また、現在、サイロの付属施設である護岸工事を
実施していることから、安全かつ円滑な荷役作業の
確保と作業遅延による不効率な荷役を回避する必要
があるが、これまで同サイロの荷役業務の唯一経験
がある日本通運㈱が、サイロの立地条件等に最も精
通している。
  以上のことから、会計法第29条の3第5項及び予決
令第99条第8号において、「運送又は保管をさせる
ときは随意契約によることができる」旨定められて
いるので、随意契約により契約を締結している。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



273
日本通運（株）
（東京都港区東新橋一丁目9番3
号）

政府所有食糧及び農産物等の運送
（337千t)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 2,441,096,803

政府米の販売は民間取引に準じ買受業者等の希望す
る場所で引渡しを行う必要がある中で、買受業者等
の随時の買受要請に迅速に応えるため及び予決令第
99条第8号により随意契約をすることができるた
め。

見直しの余地あり

競争入札に移行（随意契約で行ってい
る運送のうちＭＡ米の飼料向け運送に
ついて、あらかじめ受渡場所、運送数
量が確定しているものについて入札を
検討する。（１９年度以降の契約に向
け１８年度から検討))

274
全国通運（株）
（東京都中央区八丁堀2丁目27番
10号）

政府所有食糧及び農産物等の運送
（199千t)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 1,604,039,322

政府米の販売は民間取引に準じ買受業者等の希望す
る場所で引渡しを行う必要がある中で、買受業者等
の随時の買受要請に迅速に応えるため及び予決令第
99条第8号により随意契約をすることができるた
め。

見直しの余地あり

競争入札に移行（随意契約で行ってい
る運送のうちＭＡ米の飼料向け運送に
ついて、あらかじめ受渡場所、運送数
量が確定しているものについて入札を
検討する。（１９年度以降の契約に向
け１８年度から検討))

275
（株）エーコープライン
（東京都千代田区神田錦町3丁目
13番7）

政府所有食糧及び農産物等の運送
（50千t)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 130,167,760

政府米の販売は民間取引に準じ買受業者等の希望す
る場所で引渡しを行う必要がある中で、買受業者等
の随時の買受要請に迅速に応えるため及び予決令第
99条第8号により随意契約をすることができるた
め。

見直しの余地あり

競争入札に移行（随意契約で行ってい
る運送のうちＭＡ米の飼料向け運送に
ついて、あらかじめ受渡場所、運送数
量が確定しているものについて入札を
検討する。（１９年度以降の契約に向
け１８年度から検討))

276
日本梱包運輸倉庫（株）
（東京都中央区明石町6番17号）

政府所有食糧及び農産物等の運送
（42千t)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 157,418,622

政府米の販売は民間取引に準じ買受業者等の希望す
る場所で引渡しを行う必要がある中で、買受業者等
の随時の買受要請に迅速に応えるため及び予決令第
99条第8号により随意契約をすることができるた
め。

見直しの余地あり

競争入札に移行（随意契約で行ってい
る運送のうちＭＡ米の飼料向け運送に
ついて、あらかじめ受渡場所、運送数
量が確定しているものについて入札を
検討する。（１９年度以降の契約に向
け１８年度から検討))

277
全沖輸送（株）
（那覇市西2丁目1番）

政府所有食糧及び農産物等の運送
（6千t)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 85,256,772

政府米の販売は民間取引に準じ買受業者等の希望す
る場所で引渡しを行う必要がある中で、買受業者等
の随時の買受要請に迅速に応えるため及び予決令第
99条第8号により随意契約をすることができるた
め。

見直しの余地あり

競争入札に移行（随意契約で行ってい
る運送のうちＭＡ米の飼料向け運送に
ついて、あらかじめ受渡場所、運送数
量が確定しているものについて入札を
検討する。（１９年度以降の契約に向
け１８年度から検討))

278

センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
（東京都港区浜松町2丁目4番1
号）

電子計算機等の賃貸借及び保守に
関する契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月25日 1,684,368

このシステムについては、物流ＥＤＩ方式により、
農政局と運送業者との間でデータ変換及び送受信処
理を行うためのプログラム等を利用しているが、平
成19年度より情報管理システムの最適化計画に伴う
新システムへの移行が予定されている中、他の業者
と契約を新規に締結する場合、システム移行に係る
期間、経費は膨大となり、競争を許さないことから
会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

279
富士通（株）
（東京都港区東新橋1-5-2）

ＦＥＮＩＣＳサービス利用契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月25日 1,134,000

このサービスについては、米穀の情報管理システム
に加入している、運送業者と総合食料局、農政局お
よび農政事務所との間において、物流関係のデータ
の送受信を専用回線において行うためのものである
が、平成19年度より情報管理システムの最適化計画
に伴う新システムへの移行が予定されている中、他
の専用回線に切り替える場合、
①当局だけではなく加入業者すべてが切り替え作業
等を行わなければいけないこと
②これに伴い、通信状況の確認、セキュリティー
チェックやシステム動作検証等の一連の作業工程が
必要となること
から、システム運用が困難となる。このため、競争
を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当す
る。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

280
沼田製粉（株）
（小矢部市津沢372）

合板接着剤原料用米穀の委託変形
加工契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月28日 15,972,350

合板接着剤原料用米穀の委託変形加工については、
玄米を熱処理によりアルファ化し、粉砕した上着色
した米穀粉と、玄米のまま粉砕し着色した米穀粉と
を混合した米穀粉を加工するための特殊な設備等が
必要で、この設備等を持っている業者は沼田製粉
（株）以外には無く、競争を許さないことから会計
法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約
委託変形加
工賃
391円／25kg



281
ホクレンパールライス砂川工場
（砂川市光365番地7号）
他2工場

輸出向け政府所有米穀委託とう精
契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年7月15日 13,812,812

輸出向け政府所有米穀の委託とう精については、被
援助国からの要請に基づく輸出数量の内数におい
て、船積期限までに行うものであり、援助に関する
入札条件概要の公告（輸出港の決定）から船積みま
での期限は通常３ヶ月と、とう精数量に対して極め
て短期間となっている。当該期間中に輸出数量をと
う精するには、各工場のとう精能力の問題から１社
で行うことはできないため、会計年度毎にあらかじ
め対象米穀の在庫地の農政事務所等が当該管轄内の
とう精可能な工場全てを選定し、全ての工場と随意
契約を締結する必要がある。よって、競争を許さな
いことから会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約
委託とう精
賃
228円／30kg
他11件

282
濱田精麦（株）
（伊勢原市鈴川19）
他9工場

輸出向け政府所有米穀委託とう精
契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年7月15日 77,234,423

輸出向け政府所有米穀の委託とう精については、被
援助国からの要請に基づく輸出数量の内数におい
て、船積期限までに行うものであり、援助に関する
入札条件概要の公告（輸出港の決定）から船積みま
での期限は通常３ヶ月と、とう精数量に対して極め
て短期間となっている。当該期間中に輸出数量をと
う精するには、各工場のとう精能力の問題から１社
で行うことはできないため、会計年度毎にあらかじ
め対象米穀の在庫地の農政事務所等が当該管轄内の
とう精可能な工場全てを選定し、全ての工場と随意
契約を締結する必要がある。よって、競争を許さな
いことから会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約
委託とう精
賃
228円／30kg
他11件

283
（株）一蔵
（加古川市平荘町里381-1）
他39工場

輸出向け政府所有米穀委託とう精
契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年7月15日 175,486,087

輸出向け政府所有米穀の委託とう精については、被
援助国からの要請に基づく輸出数量の内数におい
て、船積期限までに行うものであり、援助に関する
入札条件概要の公告（輸出港の決定）から船積みま
での期限は通常３ヶ月と、とう精数量に対して極め
て短期間となっている。当該期間中に輸出数量をと
う精するには、各工場のとう精能力の問題から１社
で行うことはできないため、会計年度毎にあらかじ
め対象米穀の在庫地の農政事務所等が当該管轄内の
とう精可能な工場全てを選定し、全ての工場と随意
契約を締結する必要がある。よって、競争を許さな
いことから会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約
委託とう精
賃
228円／30kg
他11件

284
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成17年度米の加工・利用促進開
発検討事業

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年8月3日 12,743,850

　本事業は、米加工品の需要拡大に結びつく分野等
を確実に把握するため､米加工品に関するマーケ
ティング･リサーチを実施するものである。
　事業者については、本事業のみならず米に関する
調査において豊富な事業実績及び業界の人的ネット
ワークを有しており､他の追随を許さないレベルで
あり、過去２年にわたる本事業の経緯や実施内容の
理解において比類がなく、本事業の委託者として適
当であると認められることから､競争を許さない場
合として当該団体と随意契約したところである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

285
（株）コンベンションリンケージ
（東京都千代田区三番町2三番町
ＫＳビル）

平成17年度米加工新製品普及推進
事業（展示会･発表会)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月9日 10,399,602

　本事業は、新たな米加工品の普及促進を図るた
め、米加工品の展示会･発表会の運営を実施するも
のである。
　事業者については、一般競争入札と同様に農林水
産省掲示板による掲載を通じて企画を募集し、応募
のあった４社の中から省内の審査会を開いて選定し
たものである。応募者である（株）コンベンション
リンケージの実施計画（案）は､審査基準を満た
し、他の応募者に比して、より効果を期待し得るも
のであった。
　このため、本事業の委託者として適当であると認
められることから､競争を許さない場合として当該
団体と随意契約したところである。（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



286
全日本パン協同組合連合会
（東京都新宿区新宿1-34-9）

平成17年度米加工新製品普及推進
事業（技術講習会)

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月21日 3,091,283

　本事業は、新たな米加工品新技術の技術移転を図
るため、米加工品の技術講習会の運営を実施するも
のである。
　事業者については、一般競争入札と同様に農林水
産省掲示板による掲載を通じて企画を公募したとこ
ろ、応募者は全日本パン協同組合連合会のみであ
り、当該連合会の実施計画（案）は､審査基準を満
たすものであった。
　このため、本事業の委託者として適当であると認
められることから､競争を許さない場合として当該
団体と随意契約したところである。（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

287
アグリフューチャ-・じょうえつ
（株）
（上越市大字辰尾新田1番地）

平成17年度米加工品新技術研究開
発事業

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月21日 5,600,000

　本事業は、新たな米加工品の需要の創出を図るた
め、新たな米加工品の試験研究を実施するものであ
る。
　事業者については、企画公募に応じて実施計画
（案）を提出してきたものであり、応募者であるア
グリフューチャー・じょうえつ（株）の実施計画
（案）は､学識経験者等により構成される審査委員
会の審査基準を満たすものであった。
　このため、本事業の委託者として適当であると認
められることから､競争を許さない場合として当該
団体と随意契約したところである。（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

288
（株）ファンケル
（横浜市中区山下町89-1）

平成17年度米加工品新技術研究開
発事業

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月21日 5,000,000

　本事業は、新たな米加工品の需要の創出を図るた
め、新たな米加工品の試験研究を実施するものであ
る。
　事業者については、企画公募に応じて実施計画
（案）を提出してきたものであり、応募者である
（株）ファンケルの実施計画（案）は､学識経験者
等により構成される審査委員会の審査基準を満たす
ものであった。
　このため、本事業の委託者として適当であると認
められることから､競争を許さない場合として当該
団体と随意契約したところである。（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

289
（株）サタケ
（東広島市西条西本町2-30）

平成17年度米加工品新技術研究開
発事業

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月21日 1,916,000

　本事業は、新たな米加工品の需要の創出を図るた
め、新たな米加工品の試験研究を実施するものであ
る。
　事業者については、企画公募に応じて実施計画
（案）を提出してきたものであり、応募者である
（株）サタケの実施計画（案）は､学識経験者等に
より構成される審査委員会の審査基準を満たすもの
であった。
　このため、本事業の委託者として適当であると認
められることから､競争を許さない場合として当該
団体と随意契約したところである。（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

290
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入3,787トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年6月20日 801,090,547
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

291
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入2,365トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年6月27日 556,506,614
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

292
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入30,454トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年6月29日 7,134,082,831
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

293
福島第一食糧卸協同組合
（福島市方木田字仲田23-3）

国内産米穀の買入100トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年1月5日 27,480,495
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）



294
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入1,101トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年2月1日 253,074,832
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

295
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入4,503トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年2月13日 732,933,180
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

296
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入27,100トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年2月24日 3,103,234,942
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

297
ホクレン農業協同組合連合会
（札幌市中央区北四条西1）

国内産米穀の買入23,000トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年2月24日 4,609,527,664
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

298
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1-8-3）

国内産米穀の買入10,500トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年3月1日 2,635,561,372
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

299
全国主食集荷協同組合連合会
（東京都中央区日本橋人形町1-9-
2）

国内産米穀の買入800トン

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明　（東京都千代田区
霞ヶ関1-2-1)

平成18年3月6日 201,742,521
競争入札を実施したが落札せず、再度入札を行って
も落札者がなかったため（予決令第99条の2及び食
糧管理特別会計法施行令第6条の2の6)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

300
日本通運（株）
（東京都港区東新橋1-9-3）

金沢政府倉庫における保管管理業
務委託契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年9月30日 5,846,400
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

301
日本通運（株）
（東京都港区東新橋一丁目9番3
号）

政府所有食糧及び農産物等の運送

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年12月28日 5,429,550
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2)

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

302
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事通信Ｊ－ＣＯＭα情報提供及
び通信機器一式

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月20日 2,772,000
行政目的を達成するために不可欠な特定の情報につ
いて当該情報を提供することが可能な者から提供を
受けるもの（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

303 土地建物賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 10,993,200
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

304 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 6,324,000
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

305 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 6,314,184
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

306 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 3,421,200
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

307
（有）与倉屋
（佐原市佐原イ．1730）

土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 4,548,000
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

308
燕市長
（燕市白山町2-7-27）

土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 7,390,460
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

309 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 3,702,000
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

310
レ-ク伊吹農業協同組合
（滋賀県坂田郡近江町大字宇賀野
280-1）

土地建物賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 8,467,200
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

311
石田商事（株）
（橿原市城殿町177）

土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 6,360,000
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの



312
三原市
（三原市港町3-5-1）

土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 4,921,693
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

313 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 3,003,000
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

314 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官 農林水産省総
合食料局長 村上　秀徳 （東京都
千代田区霞が関1-2-1）

平成17年4月1日 5,756,400
土地所有者が特定されているため、会計法第29条の
3第4項により随意契約を締結

その他 随意契約によらざるを得ないもの

315
豊水工業（株）
（札幌市北区北23条西7-1-33）

北海道農政事務所空調設備新設そ
の他工事（平成17年7月27日～平
成17年10月28日）

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年7月26日 40,929,000
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

316
川上建設工業（株）
（五島市吉田町977-1）

長崎農政事務所旧五島庁舎及び宿
舎解体工事（平成17年10月27日～
平成17年12月24日）

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年10月26日 9,870,000
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

317
キャノン販売（株）
（東京都港区港南2-16-5）

デジタル複写機の保守 4台分

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 10,923,668
該当複写機の製造販売元であり、機器の細部にわた
り熟知しているため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

318
（株）グリーンキャブ
（東京都新宿区戸山3-15-1）

一般乗用旅客自動車供給業務（タ
クシー) 一式

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 19,176,120
技術的理由による競争の不存在（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

319
日本通運（株）東京支店
（東京都中央区日本橋人形町二丁
目26番5号）

事務用品運送業務 一式

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 1,064,213

全国に支店・営業所がくまなく配置されており、こ
れまでの実績においても迅速・適切な運送が行われ
信頼があること（会計法第29条の3第5項、予決令第
99条第8号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

320
富士通（株）官公庁ソリューショ
ン事業本部第一統括営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）

総合食料局旅費システムプログラ
ム修正業務

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年1月20日 1,080,649
本システムを平成12年度に開発しており、本業務を
的確かつ効率的に実施できる唯一の者であるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

321
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

新経理システム用ＣＳＶデータ抽
出システム作成業務

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年3月14日 1,979,040

ＣＳＶデータの抽出元である農政局給与システムの
プログラムソースの著作権を有していることから当
該業務を的確に遂行できる唯一の者であるため（会
計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

322
文祥堂商事（株）
（東京都港区三田5-3-7）

丁合機の調達 5台分

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年1月5日 4,197,900
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

323
文祥堂商事（株）
（東京都港区三田5-3-7）

書類細断機（シュレッダー)の調
達　5台分

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年1月18日 2,110,500
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

324
理想科学工業（株）
（東京都港区芝5-34-7）

高速カラー印刷機の調達 1式

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
岡島　正明（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成18年3月14日 4,791,150
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため（予決令第99条の2）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

325
井口寛二法律事務所
（東京都千代田区神田駿河台3丁
目7番地百瀬ビル3階）

平成17年度農林水産省総合食料局
所管事務に係る法律顧問の契約

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

平成17年4月1日 2,520,000
契約の性質又は目的が競争を許さないため（会計法
第29条の3第4項）。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



326
濱田精麦（株）札幌工場
（札幌市中央区北二条東13-26）
他29工場

政府所有米穀の原材料用委託変形
加工契約

食糧管理特別会計支出負担行為担
当官　農林水産省総合食料局長　
村上　秀德（東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1)

平成17年4月1日 18,496,866

ミニマム・アクセス米の加工用販売に当たって、適
正流通の観点から、国が変形加工を行うこととして
いる。
ミニマム・アクセス米の変形加工品の引渡し期限は
毎月実施する定例販売の翌月末となっており、搬入
要請から検収までの加工期間が極めて短期間となっ
ている。
当該期間中に変形加工を実施するには、各工場の加
工能力の問題から１社で行うことはできないため、
会計年度毎にあらかじめ対象米穀の在庫地を考慮し
て工場を選定し、全ての工場と随意契約を締結する
必要がある。よって、競争を許さないことから会計
法第29条の3第4項に該当するため。
なお、契約は変形加工工場が契約事務を委任した全
国団体と行った。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

327

特定非営利活動法人日本オ-ガ
ニック検査員協会
（東京都中央区京橋1-14-10高木
ビル5Ｆ）

有機表示等普及円滑化推進事業

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

平成17年7月15日 7,865,000

本事業については、有機栽培ほ場や牧場の検査等に
ついて深い見識を有している公平なる第三者により
行われることが必要であり、委託先を公募し企画競
争により選考したところ、このような条件を満たし
ているのは特定非営利活動法人日本オーガニック検
査員協会以外になく、競争を許さないことから、会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１８年度限
り

328
（株）電通
（東京都港区東新橋1-8-1）

生産情報公表ＪＡＳ規格消費者普
及啓発事業

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

平成17年8月23日 14,925,000

　 本事業については、消費者等に対する普及啓発
に実績があり、ＪＡＳ制度等に深い見識を有してい
る公平な第三者によりおこなわれることが必要であ
り、委託先を公募し企画競争により選考したとこ
ろ、このような条件を満たしているのは（株）電通
以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１８年度限
り

329
日立キャピタル（株）関西法人営
業支店
（大阪市西区靭本町1-11-7）

透過型電子顕微鏡賃貸借
１式

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

平成17年4月1日 1,586,340

検査業務に必要な性能を有した電子顕微鏡として日
立製作所製のH-7600が該当し、賃貸借契約を締結し
ていたところである。当該機種の賃貸借については
日製産業（株）が唯一の販売店であり、同社は賃貸
借契約を日立キャピタルに委任しており競争を許さ
ない。また、神戸植物防疫所では前年度以前から電
子顕微鏡を賃貸借しており、同機種を賃貸借し続け
ることにより撤去・再設置の経費を節減できる等、
経済的であり有利である。よって、会計法第29条の
3第4項に該当する。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

330
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

電子顕微鏡賃貸借
１式

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

平成17年4月1日 10,526,040

検査業務に必要な性能を有した電子顕微鏡として日
立製作所製のH-7600が該当し、賃貸借契約を締結し
ていたところである。当該機種の賃貸借については
日製産業（株）が唯一の販売店であり、同社は賃貸
借契約を日立キャピタルに委任しており競争を許さ
ない。また、当所では前年度以前から電子顕微鏡を
賃貸借しており、同機種を賃貸借し続けることによ
り撤去・再設置の経費を節減できる等、経済的であ
り有利である。よって、会計法第29条の3第4項に該
当する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

331
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

透過型電子顕微鏡賃貸借　１式

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

平成17年4月1日 6,388,200

検査業務に必要な性能を有した電子顕微鏡として日
本電子製のJEM-1230が該当し、賃貸借契約を締結し
ていたところである。当該機種の賃貸借については
（株）日本電子が唯一の販売店であり、同社は賃貸
借契約を日立キャピタルに委任しており競争を許さ
ない。また、当所では前年度以前から電子顕微鏡を
賃貸借しており、同機種を賃貸借し続けることによ
り撤去・再設置の経費を節減できる等、経済的であ
り有利である。よって、会計法第29条の3第4項に該
当する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

332
中部国際空港（株）
（常滑市セントレア一丁目1番
地）

官民共有部分維持管理
１式

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

平成17年4月1日 3,862,308

当所事務所が当ビルに入居しており、当ビルの維持
管理は中部国際空港（株）が行っている。競争を許
さないことから会計法第29条の3第4項に基づき随意
契約により契約を締結する。

その他 随意契約によらざるを得ないもの



333
（財）神奈川県労働衛生福祉協会
（横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-
9）

健康診断委託業務
１式

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

平成17年6月6日 2,398,042

　時間的制約がある植物検疫業務を行っていること
から、当所施設内で検診を実施できること、検診車
を保有していることが契約の前提条件となってい
る。
　当該条件を満たす業者のうち、（財)神奈川県労
働衛生福祉協会は、過去のデータを把握し、適切な
健康管理の指示を行えることから、会計法第29条の
3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

334
サンケイ化学（株）東京本社
（東京都台東区東上野6-2-1）

メドフライコール外購入

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

平成17年6月24日 2,318,757

　ミバエ類等侵入警戒調査に使用する誘因剤の有効
成分が適正量含まれている薬剤を製造しているのは
サンケイ化学（株）のみであり、同社は製品を製造
直販しているため、会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

335

（株）ＮＴＴデータ第一公共シス
テム事業本部第二公共システム事
業部
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

輸出入手続インターフェースシス
テムソフトウェア開発　１式

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

平成17年7月1日 4,279,602

　ＰＱ－ＮＥＴＷＯＲＫの改変に伴い、各省庁のシ
ステムを連携させるためのインターフェースシステ
ムのソフトウェアにも一部改変を加えなければなら
ず、当該システムのは改変は開発業者である（株）
ＮＴＴデータ以外は不可能であるため、会計法第29
条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結す
る。

見直しの余地あり
―
（関係各府省共通の府省共通ポータルに
移行）

336

（株）ＮＴＴデータ第一公共シス
テム事業本部第二公共システム事
業部
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

輸出入手続インターフェースシス
テム機能追加　１式

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

平成17年12月22日 2,899,458

　ＰＱ－ＮＥＴＷＯＲＫの改変に伴い、各省庁のシ
ステムを連携させるためのインターフェースシステ
ムのソフトウェアにも一部改変を加えなければなら
ず、当該システムのは改変は開発業者である（株）
ＮＴＴデータ以外は不可能であるため、会計法第29
条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結す
る。

見直しの余地あり
―
（関係各府省共通の府省共通ポータルに
移行）

337
サンケイ化学（株）東京本社
（東京都台東区東上野6-2-1）

プロテイン２０外購入

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

平成18年1月6日 4,211,130

　ミバエ類等侵入警戒調査に使用する誘因剤の有効
成分が適正量含まれている薬剤を製造しているのは
サンケイ化学（株）のみであり、同社は製品を製造
直販しているため、会計法第29条の3第4項に基づき
随意契約により契約を締結する。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

338
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）
（神戸市中央区中町通2-1-18）

複写機保守料　2台
契約担当官　神戸植物防疫所長
川口　嘉久
（神戸市中央区波止場町1-1）

平成17年4月1日 1,095,512

年間総額を特定できない概算契約の性質が強く、製
造メーカーに保守を利用することが最も安価となる
ため、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約
により契約を締結した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

【ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ
7272型】   
1～10000枚
＠3.0  

10001枚～
20000枚@2.5 
 20001～

30000枚@2.3 
30001枚以上

@2.1 
【Di351MCC
】         
1～5000枚
@3.3     
5001枚以上

@3.0

339
（財）神戸市シルバー人材セン
ター
（神戸市中央区雲井通5-1-1）

神戸植物防疫所及び伊川谷ほ場作
業請負

契約担当官　神戸植物防疫所長
川口　嘉久
（神戸市中央区波止場町1-1）

平成17年4月1日 3,448,320

伊川谷圃場における補助作業は、ある程度習熟され
た技術と経験が必要になってくる作業が含まれ、そ
の技術と経験を有する人材がシルバー人材センター
に多くいること。また、年間を通して人材の供給が
当該財団であれば可能であるが、他の人材派遣会社
では困難であることから（民間会社２社に聞き取り
確認）会計法第29条の３第４項に基づき随意契約に
より契約を締結した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約：　
　　　１人/
時間　　　　
庁舎内作業
＠880　圃場
内作業＠900

340
日立計測器サービス（株）
（大阪市淀川区宮原4丁目5-36）

電子顕微鏡等保守　５台
契約担当官　神戸植物防疫所長
川口　嘉久
（神戸市中央区波止場町1-1）

平成17年4月1日 2,835,000

当所で所有する電子顕微鏡等の保守業務について、
契約書により日立計測器サービス（株）でしか請け
負っておらず、他業者との契約は出来ないことに
なっているため、会計法第２９条の３第4項に基づ
き随意契約により契約を締結した。

見直しの余地あり ―
１７年度限

り

341
（株）コーガク
（大阪市淀川区宮原1-12-30）

実体顕微鏡ほか４点
契約担当官　神戸植物防疫所長
川口　嘉久
（神戸市中央区波止場町1-1）

平成17年4月1日 2,509,395

ニコン製顕微鏡及び付属品の近畿地区での販売代理
店は（株）コーガクであり、その他理化学機器販売
店との競争は適さない。また、メーカー機種を統一
することによってメンテナンス等の一貫したサービ
スが容易である。よって会計法第29条の３第4項に
基づき随意契約により契約を締結した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

 



342
オザワ科学（株）
（名古屋市中区錦3-9-22）

生物顕微鏡用微分干渉セット外１
点

契約担当官　名古屋植物防疫所長
江口　寛明
（名古屋市港区入船2-3-12）

平成17年11月1日 1,800,750

既設機器用の装置であるため、メーカー・機種が限
定されたこと。また、同製品を取り扱う代理店が、
愛知県下において当該社のみであったため、他に競
争を許さないことから会計法第29条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

343

富士通（株）ヘルスケアソリュー
ション事業本部医療システム第一
営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）

動物検疫情報データベースシステ
ム保守管理業務請負一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 13,121,955

当該システムの開発の初期段階から同社が所有する
ソフトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウ
を多数使用しており、その保守管理を他社が行うこ
とは困難であることから、会計法第２９条の３第４
項の契約の性質が競争を許さない場合に該当するた
め

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

344
（株）ねずらむ
（横浜市神奈川区片倉4-4-1）

カラープリンター保守１３台

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 1,254,708

Ｈ１３年度に入札を行い一括購入した経緯があり、
故障時等においてメーカー以外の修理を他社が行う
ことは困難であり、即座に対応することができない
ことから、会計法第２９条の３第４項の契約の性質
が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

345
ダイヤモンドリース（株）
（東京都千代田区丸の内3-3-1）

透過型電子顕微鏡一式賃貸借

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 842,940
Ｈ９年度に入札を行い５年間のリース契約満了後、
機能性及び利便性を考慮すると、会計法第２９条の
３第４項の競争に付することが不利であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

346
住重関西施設管理（株）
（泉南市泉州空港南1番地）

排水処理施設維持管理業務一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 6,602,400

地域的に独立している関西国際空港島の特殊事情、
及び上水、中水、下水の空港島に関する業務委託、
及び浄化センターの管理業務の全てを同社が２４時
間体制で請け負っていることから、会計法第２９条
の３第４項の契約の性質が競争を許さない場合に該
当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

347
（株）ねずらむ
（横浜市神奈川区片倉4-4-1）

電子複写機保守４台

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 1,381,783

導入時において見積合わせを行い最低価格で購入し
た機種であり、故障時等においてメーカー以外の修
理を他社が行うことは困難であり、即座に対応する
ことができないことから、会計法第２９条の３第４
項の契約の性質が競争を許さない場合に該当するた
め

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

348

Hanrob Pet Care Centre Andrew 
BIGGS
（1800 Princes Highway 
HEATHCOTE NSW 2233 Australia）

動物検疫犬導入プロジェクトに係
る事前業務一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 1,440,000

現在、国内に動物検疫犬のトレーニングを実施する
訓練学校及び訓練士は存在せず、外国の訓練学校と
契約せざるをえない状況であること、また、同社に
おいては優秀な実績と世界的な評価を兼ね備えてい
ることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性
質が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

349
セオ-ビット（株）
（東京都目黒区鷹番2-15-18）

霊長類検疫施設前処理設備・排水
滅菌装置保守１式

契約担当官　動物検疫所成田支所
長
吉村　史朗
（成田市古込字古込１－１）

平成17年4月1日 2,971,080

この装置は、霊長類によるエボラ出血熱等の感染症
侵入防止を目的とした施設の中に設置されているも
ので、特殊な技術を持って製作されている。このた
め他の業者では保守を行うことが困難であるので、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

350
（株）成田エアポートテクノ
（成田市古込字古込1-1）

霊長類検疫施設等機械設備保守１
式

契約担当官　動物検疫所成田支所
長
吉村　史朗
（成田市古込字古込１－１）

平成17年4月1日 1,714,545

霊長類検疫施設等における機械設備の保守点検業
務。特殊な施設であるため緊急時に迅速な対応が求
められること、成田空港内という特殊な環境に精通
していることから他の業者では保守を行うことが困
難であるので、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

351
（株）ＮＴＴデータ第三公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

動物検疫統合手続システム機能追
加一式（輸入停止措置対応）

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年4月1日 7,679,866

当該システム開発の初期段階から同社が保有するソ
フトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウを
多数使用しており、他社が容易にプログラム変更等
の追加開発を行うことができないことから、会計法
第２９条の３第４項の契約の性質が競争を許さない
場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



352
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

動物検疫所及び植物防疫所の輸出
入手続関係業務に係る業務・シス
テム最適化計画の策定に係る支援
業務一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）
支出負担行為担当官　横浜植物防
疫所長　奥富　一夫
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年5月11日 29,999,550

この業務については、事前に企画競争を行ってお
り、提出された企画提案書の審査の結果、同社が選
定されていることから、会計法第２９条の３第４項
の契約の性質が競争を許さない場合に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

353
（株）ＮＴＴデータ第二公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

輸出入手続インターフェイスシス
テム機能追加一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年7月1日 5,121,491

当該システム開発の初期段階から同社が保有するソ
フトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウを
多数使用しており、他社が容易にプログラム変更等
の追加開発を行うことができないことから、会計法
第２９条の３第４項の契約の性質が競争を許さない
場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

354

Hanrob Pet Care Centre Andrew 
BIGGS
（1800 Princes Highway 
HEATHCOTE NSW 2233 Australia）

動物検疫犬導入プロジェクトに係
る初期プロトコルトレーニングに
関する契約一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年8月5日 1,643,200

現在、国内に動物検疫犬のトレーニングを実施する
訓練学校及び訓練士は存在せず、外国の訓練学校と
契約せざるをえない状況であること、また、同社に
おいては優秀な実績と世界的な評価を兼ね備えてい
ることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性
質が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

355

Hanrob Pet Care Centre Andrew 
BIGGS
（1800 Princes Highway 
HEATHCOTE NSW 2233 Australia）

動物検疫犬導入プロジェクトに係
るアドバンスプロトコルトレーニ
ングに関する契約一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年9月22日 1,384,640

現在、国内に動物検疫犬のトレーニングを実施する
訓練学校及び訓練士は存在せず、外国の訓練学校と
契約せざるをえない状況であること、また、同社に
おいては優秀な実績と世界的な評価を兼ね備えてい
ることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性
質が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

356

Hanrob Pet Care Centre Andrew 
BIGGS
（1800 Princes Highway 
HEATHCOTE NSW 2233 Australia）

動物検疫犬導入プロジェクトに係
るハンドラー及び犬の訓練に関す
る契約一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年10月14日 5,268,160

現在、国内に動物検疫犬のトレーニングを実施する
訓練学校及び訓練士は存在せず、外国の訓練学校と
契約せざるをえない状況であること、また、同社に
おいては優秀な実績と世界的な評価を兼ね備えてい
ることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性
質が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

357
富士通（株）医療システム統括営
業部医療システム第一営業部
（東京都港区東新橋1-5-2）

動物検疫情報データベースシステ
ム改変一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年10月26日 8,700,000

当該システムについては、同社がこれまでシステム
の開発から運用、保守管理に至るまで専ら担当して
きている実績を有しており、また同システム開発の
初期段階から同社が所有するソフトウエア並びに同
ソフトウエアに関するノウハウを多数使用しており
他社が容易にプログラムの変更等の追加開発を行う
ことができないことから、会計法第２９条の３第４
項の契約の性質が競争を許さない場合に該当するた
め

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

358

Hanrob Pet Care Centre Andrew 
BIGGS
（1800 Princes Highway 
HEATHCOTE NSW 2233 Australia）

動物検疫犬導入プロジェクトに係
るトランジション・トレーニング
に関する契約一式

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成17年12月12日 1,000,000

現在、国内に動物検疫犬のトレーニングを実施する
訓練学校及び訓練士は存在せず、外国の訓練学校と
契約せざるをえない状況であること、また、同社に
おいては優秀な実績と世界的な評価を兼ね備えてい
ることから、会計法第２９条の３第４項の契約の性
質が競争を許さない場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

359
（株）日立情報システムズ公共
サービス事業部
（東京都品川区大崎1-2-1）

電子Ｈ／Ｃ（輸出国政府機関発行
の検査証明書）運用管理システム
による電子化業務

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成18年1月10日 13,965,000

当該システムについては、（株）日立情報システム
ズがこれまでシステムの開発及び申請書等の電子化
を専ら担当してきている実績を有しており、また同
システム開発の初期段階から同社が所有するソフト
ウエア並びに同ソフトウエアに関するノウハウを多
数使用しており他社が容易にプログラムの追加開発
を行うことができないことから、会計法第２９条の
３第４項の契約の性質が競争を許さない場合に該当
するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

360
（株）ＮＴＴデータ第二公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

動物検疫統合手続システム機能追
加

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成18年1月13日 8,034,080

当該システム開発の初期段階から同社が保有するソ
フトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウを
多数使用しており、他社が容易にプログラム変更等
の追加開発を行うことができないことから、会計法
第２９条の３第４項の契約の性質が競争を許さない
場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



361
（株）ＮＴＴデータ第二公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

動物検疫統合手続システム機能追
加

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成18年2月1日 4,413,717

当該システム開発の初期段階から同社が保有するソ
フトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウを
多数使用しており、他社が容易にプログラム変更等
の追加開発を行うことができないことから、会計法
第２９条の３第４項の契約の性質が競争を許さない
場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

362
（株）ＮＴＴデータ第二公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

動物検疫統合手続システム機能追
加

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成18年3月1日 4,060,618

当該システム開発の初期段階から同社が保有するソ
フトウエア及び同ソフトウエアに関するノウハウを
多数使用しており、他社が容易にプログラム変更等
の追加開発を行うことができないことから、会計法
第２９条の３第４項の契約の性質が競争を許さない
場合に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

363
（株）ＮＴＴデータ第二公共ビジ
ネスユニット
（東京都千代田区一ツ橋1-1-1）

動物検疫統合手続システム情報機
器購入

支出負担行為担当官　動物検疫所
長
須永　裕
（横浜市磯子区原町１１－１）

平成18年3月22日 22,344,000

現行の動物検疫統合手続システム機器一式について
は、運用開始より当該機器の所有者である（株）Ｎ
ＴＴデータと賃貸借契約を締結しており、システム
ライフサイクルの５年を当該機器の償却期間として
設定している。現行システムは平成１８年９月にシ
ステムライフサイクルの終期を迎えるが、次期シス
テムへ移行するためにライフサイクルを１１ヶ月間
延長することが決定している。ここで、償却期間
（５年）を超えて引き続き賃貸借料を支払う場合
と、ライフサイクル終了までに当該機器を購入した
場合の今後のトータルコストが低いことが判明し
た。また、仮に他社の機器を導入した場合を考える
と、その変更に伴う費用負担は膨大となるばかり
か、現行システムが正常に稼働できないおそれがあ
るため、当該機器については、現在の賃貸借物品を
引き続き使用し続けることが妥当であると考える。
よって、最も経済的で、かつ調達後も要求される品
質が保持できるのは、現在所有者である（株）ＮＴ
Ｔデータからの購入以外にはあり得ない。以上の理
由から、当該機器の購入については、会計法第２９
条の３第４項「契約の性質が競争を許さない場合」
に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

364
昭和リース（株）
（東京都新宿区四谷3-12）

液体クロマトグラフ・質量分析装
置一式賃貸借及び保守

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

平成17年4月1日 5,077,800

当該機器は畜産動物に残留するごく微量の化学物質
の同定・定量を目的として使用するもので、当業務
が要求する仕様基準を満たしたそれぞれの装置を一
体のシステムとして運転制御できるように構築され
ているものである。当業務には現システムが必要不
可欠であり、検査途中で機種変更を行うことは検査
の信用性からも不可能であり、また、新システムに
変更する際には事前の準備が相当に必要である。以
上により、業務を円滑に運営するためには現システ
ムを継続して使用する必要があることから契約の性
質が競争を許さないため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

365
（株）イナリサーチ
（伊那市西箕輪2148-188）

感染試験対応動物舎湿式空気調和
機保守点検

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

平成17年4月1日 1,861,650

当所の感染試験対応動物舎に設置する湿式空気調和
機については製造・設置者以外に故障時等の修繕及
びメンテナンスを行うことが困難であり、即座に対
応することができないことから契約の性質が競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

366
（有）京浜環境
（国分寺市戸倉1-8-33）

汚水処理施設保守管理業務

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

平成17年4月1日 4,422,600

当所の汚水処理施設は、活性汚泥法による処理施設
であり、下水道法において水質の測定義務を課せら
れた特定施設に該当している。
　当所処理施設の処理法は、一定量の微生物を良好
な状態で保つことが必要であり、基準を満たした汚
水処理の体制を継続的に確保するためにも、当所内
に常駐し、特定の保守管理業務行うこと、施設内の
機械等の故障に際しての対応が可能であることが条
件となる。当該条件を満たした者は契約の相手方の
みであり、競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

367
（有）ジー・アンド・ジー
（国分寺市本町2-11-10）

一般廃棄物処理

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

平成17年4月1日 2,767,710

当所が所在する地域において、一般ゴミの回収業務
が可能であったのは契約の相手方のみであったこと
から契約の性質が競争を許さないため（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



368
（有）富士ドライ
（東村山市青葉町2-10-29）

解剖着・作業服等洗濯

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

平成17年4月1日 1,417,950

当所が所在する地域において、血液の付着等特殊性
のある解剖着等の洗濯業務請負が可能であったのは
契約の相手方のみであったことから競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

369
日本エスエルシ-（株）
（浜松市湖東町3371-8）

実験動物
（マウス・モルモット・ラット・
ハムスター・ウサギ）

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

平成17年4月1日 12,341,647

動物用医薬品の国家検定を実施する上で、病原体を
保有しない実験動物は必須であるが、罹患動物の搬
出が認められず、疾病に罹患したことがない親から
生産された多岐に渡る実験動物（マウス７規格、モ
ルモット３規格、ラット３規格、ハムスター２規
格、ウサギ１０規格）の安定的な供給が可能と認め
られたのは契約の相手方のみであったことから、契
約の性質が競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

370
日生研（株）
（青梅市新町9-2221-1）

実験動物
（鶏ＳＰＦ初生・鶏ＳＰＦ30日
齢・卵ＳＰＦ種卵）

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

平成17年4月1日 18,333,200

鶏用ワクチンの検定を実施する上で、鶏用生ワクチ
ン製造用材料の規格に適合するＳＰＦの発育卵及び
鶏を使用することとされている。罹患動物の搬出が
認められず、疾病に罹患したことがない親から生産
された鶏・卵を迅速かつ安定的に供給することが可
能と認められたのは契約の相手方のみであったこと
から、契約の性質が競争を許さないため（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

371
皆野町検定豚飼育組
（秩父市大字大野原736）

実験動物
（豚・豚睾丸）

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

平成17年4月1日 6,495,350

検定に使用する豚として、徹底した衛生管理が行わ
れ、各種微生物に汚染されていない状況下で生産さ
れたものであることが条件となる。罹患動物の搬出
が認められず、当所への検定用豚を安定的に供給す
ることが可能と認められたのは契約の相手方のみで
あったことから、契約の性質が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

372
鳥羽田梨園・牧場
（茨城県東茨城郡茨城町上雨ヶ谷
893）

実験動物
（牛）

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

平成17年5月9日 1,800,000

検定に使用する牛として、主要な疾病の抗体を保有
せず、疾病に感染していないことが前提となること
から、購入牛選定に当たっては、動物医薬品検査所
長が指名した職員が採血を行い、抗体検査を実施
し、合否結果がでるまでの厳重な衛生管理、合格し
た牛からの納品が必要となり、この条件を満たして
当所への検定用牛を供給することが可能と認められ
たのは契約の相手方のみであったことから、契約の
性質が競争を許さないため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

373
セオ-ビット（株）
（東京都目黒区鷹番2-15-18）

動物医薬品検査所総合検査棟排水
滅菌ユニット定期点検及び圧力容
器法定点検（性能検査）一式請負
業務

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

平成17年7月13日 2,011,800

当所の微生物高度封じ込め施設である総合検査棟に
設置している排水滅菌ユニットは、当該施設からの
微生物等の野外への漏出を確実に防止するための滅
菌装置であり、第１種圧力容器に該当し、法定点検
も義務づけられているものである。
検査施設の保全、適正かつ安全な検査検定業務の実
施体制を確保するためには、滅菌装置の点検は不可
欠であるが、装置の特殊性から当該業務を実施可能
であるのは、装置の製造・設置者である契約の相手
方のみであり、契約の性質が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

374
鳥羽田梨園・牧場
（茨城県東茨城郡茨城町上雨ヶ谷
893）

実験動物
（牛）

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

平成17年9月12日 2,022,300

検定に使用する牛として、主要な疾病の抗体を保有
せず、疾病に感染していないことが前提となること
から、購入牛選定に当たっては、動物医薬品検査所
長が指名した職員が採血を行い、抗体検査を実施
し、合否結果がでるまでの厳重な衛生管理、合格し
た牛からの納品が必要となり、この条件を満たして
当所への検定用牛を供給することが可能と認められ
たのは契約の相手方のみであったことから、契約の
性質が競争を許さないため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

375
東京無線協同組合
（東京都杉並区高円寺北2-1-20）

一般乗用旅客自動車供給

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

平成17年4月1日 2,221,710
旅客運送に係る契約であるため
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第８
号）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）
単価契約
初乗運賃640
円外



376
（株）インテック公共ソリュー
ション部
（東京都江東区新砂1-3-3）

水田農業構造改革対策電算処理シ
ステム開発委託事業１式

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

平成17年5月9日 10,698,000

平成１６年度から水田農業構造改革対策電算処理シ
ステムの開発を担当していることから、①システム
構築の基礎及びプログラムの詳細を熟知しており、
迅速かつ的確な開発・改良が可能であること、②開
発期間の短縮・経費の節減が図られること、③これ
までにも何万筆にも及ぶ膨大なデータを誤りなく処
理し、生産調整助成金を計算する電算処理システム
を開発した豊富な経験を有していることにより会計
法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約とし
た。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

377
美幌町農業協同組合
（北海道網走郡美幌字青山南30-
1）

品目横断的対策導入推進事業１式

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

平成17年7月7日 1,360,518

調査を実施する地区の選定にあたっては、調査対象
品目の生産実績及び調査対象農家である認定農業者
が十分確保できるという観点から、三輪作地帯の美
幌町としたところである。また、本事業において収
集するデータの多くについては、調査対象農家の出
荷先である農協又は商人系集荷業者のみが有する情
報であり、本調査地区においては、調査対象品目の
出荷の大部分を地元の美幌町農協が担っており、更
に調査対象農家はすべて当該農協組合員である。仮
に、第三者機関に本業務を委託した場合、データ等
の確認作業の業務は当該農協に依頼しなければなら
ず、そのことにより経費の掛かりまし増しが生じる
など、コスト的、時間的にも当該農協に委託した方
が経済的であり、効率的かつ的確に事業趣旨を全う
出来ることから、会計法第２９条の３第４項に基づ
き随意契約とした。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

378
みずほ情報総研（株）
（東京都千代田区神田錦町2-3）

新たな農業生産環境施策確立調査
委託事業１式

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

平成17年7月13日 26,397,525

この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、みずほ情報研究所（株）が選定されており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 ―
１８年度限
り

379
（株）インテック
（東京都江東区新砂1-3-3）

品目横断的対策導入推進事業電算
処理システム１式

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

平成17年9月7日 37,383,000

この業務については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）インテックが選定されており、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

その他 ―
１８年度限
り

380
千葉県知事
（千葉市中央区市場町1-1）

種苗特性分類調査（ブルーデー
ジー、アゲラタム）委託事業１式

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

平成17年7月5日 1,904,000

本事業については、調査対象植物を栽培し、観察で
きる環境が整っていること等事業を実施するために
必要な条件を備えていないと事業目的を達成出来な
い。当県の試験場は、調査対象植物のデータの蓄積
が豊富であり、栽培試験を実施した試験場を有して
いること等から、競争を許さないため会計法第２９
条の３第４項に該当する。（取り決め有り）

その他 ―
１７年度限
り

381
北海道知事
（札幌市中央区北三条西6丁目）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業委託

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

平成17年6月22日 1,172,000

　本事業は、北海道内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。
　したがって、本事業を効率的に実施するには、各
団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指導力を
有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に判断で
きる者に委託することが必要である。
　この点において、北海道知事は、農業協同組合
法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に
おいて、各団体の組織設立の認可や各団体が実施す
る業務等の監督、指導等を行う立場にあり、各団体
の業務体系を熟知するとともに、団体に対する指導
力を十分に有している唯一の者である。
  また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（北海道知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、北海道を委託先として事
業を実施する取り決めを行い、会計法第２９条の３
第４項の随意契約を締結している。（取り決め有
り）

その他 ―
１８年度限
り



382
アットホーム（株）
（東京都大田区西六郷4-34-21）

平成１７年度国有財産売払物件の
インターネット掲載及び一覧表作
成・配布業務請負業務１式

農業経営基盤強化措置特別会計　　
支出負担行為担当官　農林水産省
経営局長　須賀田　菊仁（東京都
千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 2,075,321

本業務は国有財産の売払物件等の情報を一般の方に
提供するものであり、国有財産を所有している他の
公的機関等も同社の不動産情報ネットワークを活用
して類似事業を行っており情報提供面で優れてい
る。また、仮に情報発信源が毎年異なることになる
と買い受け希望者等が混乱し、国有財産の処分を促
進するうえで支障を来す恐れがあり、競争に付する
ことが不利と認められることから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

383
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

アダムスデータ通信設備使用料

農業経営基盤強化措置特別会計　　
支出負担行為担当官　農林水産省
経営局長　須賀田　菊仁（東京都
千代田区霞ヶ関１－２－１）

平成17年4月1日 13,399,284

アダムスのデータを管理している同社以外、データ
の通信及びシステム自体の維持管理は不可能である
ため、会計法第２９条の３第４項に規定する契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め、随意契約により契約を行うこととした。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

384
東京都個人タクシ-協同組合
（東京都中野区弥生町5丁目6番6
号）

一般乗用旅客自動車供給業務

農業共済再保険特別会計　支出負
担行為担当官　農林水産省経営局
保険課長　馬場　一洋（東京都千
代田区霞ヶ関１－２－１）

平成17年4月1日 8,889,200

　東京都個人タクシー協同組合は、特別区内におい
て道路運送法第４条第１項の免許を受けている者、
道路運送法第９条第１項の許可を受けた料金である
こと、運送約款を定め、道路運送法第１１条第１項
の許可を受けている者であること、本省庁まで迅速
に配車できる無線配車体制が整備されていること、
深夜における供給台数が、常に一定以上確保できる
こと等の条件を満たす者であることから、契約の相
手方として、適当である。
　さらに、①平成１５年７月、関東運輸局から、深
夜割増料金の値下げ等の申請が認められ、安価な料
金でタクシーを利用することができるようになり、
また②同様の料金で深夜の供給可能台数・迅速な配
車体制等の条件を持つ事業者がほかに存しないこと
から、東京都個人タクシー（協）の利用により庁費
の効率的運用が期待される。
　以上のことから、本件契約は、会計法第２９条の
３第４項に規定する競争に付することが不利と認め
られる場合に該当するため、随意契約により契約を
行うこととした。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約

中型車：
初乗運賃2㎞
まで650円

加算運賃
280mまでを
増すごとに
80円

小型車：
初乗運賃2㎞
まで630円

加算運賃
299mまでを
増すごとに
80円

385
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

アダムスデータ通信設備使用料

農業共済再保険特別会計　支出負
担行為担当官　農林水産省経営局
保険課長　馬場 一洋（東京都千代
田区霞ヶ関１－２－１）

平成17年4月1日 5,874,000

アダムスのデータを管理している同社以外、データ
の通信及びシステム自体の維持管理は不可能である
ため、会計法第２９条の３第４項に規定する契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め、随意契約により契約を行うこととした。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

386
（財） 国際研修協力機構
（東京都千代田区神田駿河台3-11
三井住友海上駿河台別館ビル）

平成１７年度受入機関における研
修等の実態を踏まえた効果的な外
国人研修・技能実習の推進のため
の調査委託業務一式

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

平成17年6月7日 8,671,000

本事業については、外国人研修・技能実習制度の仕
組み、運用等について精通しているとともに、農林
水産分野の研修現場における研修実態等についても
豊富な知見や経験を有する必要がある。このような
幅広い知見や経験を有しているのは、財団法人国際
研修協力機構以外には無く、本事業を適切かつ効率
的に実施できるのは同機構以外に考えられないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



387

特定非営利活動法人コミュニティ
ビジネスサポートセンター
（東京都千代田区神田錦町3-21ち
よだプラットフォームスクエアＡ
-205）

平成１７年度農村振興連携調整事
業（農業コミュニティビジネス推
進方策検討調査）委託業務一式

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

平成17年9月28日 5,575,000

  本事業は、農村経済の活性化を通じた地域づくり
に資するため、農村における農業に関連したコミュ
ニティビジネスの基礎的な情報の整理や推進方策の
検討を行うものであり、実施にあたっては、コミュ
ニティビジネスに関する専門的な知識を蓄積してい
るとともに、農業に関連したコミュニティビジネス
の情報、活動団体とのネットワーク、また、豊富な
先進事例の把握・保有・分析できることが求められ
る。特定非営利活動法人コミュニティビジネスサ
ポートセンターは、我が国のコミュニティビジネス
支援法人の先駆けとして、コミュニティビジネスに
関する人材育成・講座の実施、シンポジウム・講演
会の開催、ＮＰＯ、コミュニティビジネス団体の相
談・設立支援、調査研究などコミュニティビジネス
に関する専門的な知見・実績を有し、この分野に精
通している。また、同センターがこれまで支援して
きた地域には、農村地域を多く抱える地域も含まれ
ており、農村の実情も十分熟知していることから、
本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同セン
ター以外考えられない。このため、同センターのノ
ウハウを活用し、事業を行うことが、効果的な実施
等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

388
（株）電通
（東京都港区東新橋1-8-1）

平成１７年度国土施策創発調査
（食文化を核とした観光的な魅力
度向上による地域活性化調査）委
託業務一式

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

平成18年2月2日 15,030,300

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）電通が選定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 ―
１７年度限
り

389
（財）川上村振興公社
（長野県南佐久郡川上村大深山
542）

平成１７年度全国都市再生モデル
調査（首都圏４市と連携した体
験・交流促進事業の推進に関する
調査）委託業務一式

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

平成17年12月2日 6,209,000

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、財団法人川上村振興公社が選定されており、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

390
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度 計画指針「農村環
境整備」改定調査委託業務一式

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

平成17年8月10日 7,200,000

本事業は、土地改良事業計画指針「農村環境整備」
の作成の一環として、整備の実態や技術の進歩の状
況等を踏まえ、新たな計画指針案や既存指針の改定
案の作成を行うものであり、本調査を実施するため
には、農村環境整備に関する発展段階の技術を含め
た多様な技術的知見や事例に関する幅広い知識を有
していることが必要である。（社）農業土木学会
は、農村整備をはじめ農業土木関係の数多くの分野
について幅広いかつ先進的な知識を有しており、ま
た過去に制定した指針の調査検討に際して蓄積され
た技術を有していることから、本事業の成果を達成
できるのは同学会以外に考えられないこと。また、
本事業は前年度からの継続事業であり、前年度の成
果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効
率的な実施等に資するため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

391

特定非営利活動法人100万人のふ
るさと回帰・循環運動推進・支援
センター
（東京都港区虎ノ門4-4-1）

平成１７年度農村定住促進方策検
討調査委託業務一式

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

平成17年9月2日 3,500,000

本事業は、農村への定住を促進するため、農村への
定住促進方策を検討するものであるが、本調査の実
施に当たっては、都市住民や農村の意向や取組等の
実態について幅広く知見を有しているとともに、本
格的に定住を希望する都市住民や定住を推進する自
治体を的確に捉えアンケート調査等を実施する必要
がある。
　特定非営利活動法人１００万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援センターは、ふるさと暮らしに
関する調査研究、セミナーの開催など実践活動を通
じて、「ふるさと暮らし」に関する幅広い知見を有
しているとともに、農村への定住に関心を有してい
る者や定住を推進している自治体等が同法人の会員
になっているなど、本調査の対象となる者や機関を
的確に捉えることが可能であることから、本事業の
成果を達成できるのは同法人以外に考えられないこ
と。また、同法人は平成１５年度に農林水産省、国
土交通省等からの委託を受けて、都市住民へのアン
ケートを実施しており、これらの調査の実施過程で
得られたノウハウを最大限に活用し、本年度の事業
を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



392
国立大学法人東京農工大学
（府中市晴見町3-8-1）

平成１７年度農村振興整備状況調
査（農山漁村における知的財産権
活用状況・方策に関する調査）委
託業務一式

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

平成17年9月30日 8,000,000

　本事業は、農林水産分野における知的財産権の活
用状況を調査し、今後の農山漁村地域の振興に必要
とされる知的財産権の活用方策についての検討・分
析を行なうものである。本事業を適切に実施するた
めには、特許権を利用した地域振興についての事例
データの把握とともに、地域の多種多様な取組みに
対し、様々な保護措置を組み合わせてその実効性を
高めるための手法を有することが必要となる。
　国立大学法人東京農工大学は、教員一人当たりの
特許出願件数が、全国の大学中、最多（平成１５年
度）であり、文部科学省が実施する平成１５年度大
学知的財産本部整備事業に採択されており、知的財
産に関する創造・保護・活用の推進体制が整備され
ている。また、農業・農産物流通などに関わる特許
やその活用に関する研究を行っており、農山漁村に
おける知的財産権の保護と活用に関する豊富なデー
タ量、考察力を有している。
　さらに、特許に関する研究成果の社会的な活用に
関しても、農工大ＴＬＯの活動が活発であり、経済
産業省が平成１４年から１６年の産学連携事例につ
いて、企業へのヒアリングを基に行った大学及び政
府系研究機関の共同研究や技術移転に伴う調整能力
などに関する総合評価においては、全国２位、農学
系の学部を有する大学では、全国１位となってい
る。
　以上から、本調査目的に沿って、業務を迅速かつ
的確に実施することができる団体は、唯一、国立大
学法人東京農工大学のみである。このため、同大学
のノウハウを活用し事業を行うことが、効率的な実
施等に資するため。
（会計法第２９条の３第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

393
三井情報開発（株）
（東京都中央区東中野2-7-14）

平成１７年度農村における地域経
営の新たな展開方向に関する調査
委託業務一式

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

平成18年1月27日 12,000,000

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、三井情報開発（株）が選定されており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

394
（株）都市未来総合研究所
（東京都中央区日本橋本石町3-1-
2）

平成１７年度農村振興整備状況調
査（農村景観活用手法検討調査）
委託業務一式

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

平成18年1月30日 11,740,050
本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）都市未来総合研究所が選定されており、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

395
（株）都市未来総合研究所
（東京都中央区日本橋本石町3-1-
2）

平成１７年度農村振興目標・方策
調査委託業務一式

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

平成18年1月31日 5,985,000

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）都市未来総合研究所が選定されており、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

396
三井情報開発（株）
（東京都中央区東中野2-7-14）

平成１７年度農村振興目標・方策
調査（農村景観に関する意識向上
手法検討調査）委託業務一式

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

平成18年2月10日 3,993,213

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、三井情報開発（株）が選定されており、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

その他 ―
１７年度限
り

397
全国農業会議所
（東京都港区虎ノ門1-25-5）

平成１７年度農用地等集団化推進
優良地区調査委託業務一式

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

平成17年6月21日 5,000,000

本事業は前年度に農用地等集団化事業を実施した地
区において、綿密な土地利用調整により構造政策に
寄与した優良地区を調査・選定・解析を行うもので
ある。本事業を適切に実施するに当たっては、農用
地等集団化事業である交換分合等の制度について精
通し、土地改良事業についての幅広くかつ高度な専
門知識と豊富な経験を有するほか、公平性を持ち、
円滑に調査を実施する必要がある。全国農業会議所
は、農業委員会等に対する豊富な調査実績、交換分
合等に関する専門知識を有している。このようなこ
とから本事業の成果を達成できるのは同会議所以外
に考えられないこと。また、本事業は平成１４年度
から同会議所に委託して継続実施しており、これま
での実績を踏まえて本年度の事業を行うことが事業
の効率的な実施等に資するため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



398
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度計画基礎諸元調査委
託業務一式

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

平成17年7月5日 2,600,000

本事業は、社会経済情勢の変化を初めとする諸情勢
の変化を踏まえた計画基準の制・改定に必要な基礎
資料を得るため、水田や畑における用水量及び水田
のほ場整備技術に関する調査・分析を行うことを目
的としている。（社）農業土木学会は従来より計画
基準等の編集に携わっており、計画基準の内容に精
通していると共に、農業土木学に関する多数の有識
者を会員として有しており、事業の成果を達成でき
るのは、同学会以外に考えられないこと。また、本
事業は平成１３年度から同学会に委託して継続実施
しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を
行うことが事業の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

399
太洋エンジニアリング（株）東京
支社
（東京都中央区京橋2-17-7）

平成１７年度農村地域外来生物対
策指針策定検討業務委託業務一式

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

平成17年11月22日 3,051,000

この委託事業については、委託先を公募し、審査の
結果　太洋エンジニアリング（株）が選定されてお
り、競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

400
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度土地改良事業の評価
手法についての検討調査委託業務
一式

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

平成17年7月5日 15,000,000

本事業は、土地改良事業の政策評価に当たっての、
農業効果及び生活環境、地域開発、地域資源の保全
等農業外効果の評価手法について検討を行うことに
より、事前評価の一層の客観性・説明責任の向上に
資することを目的としている。本事業を適切に実施
するためには、土地改良事業の効果測定に係る基本
的考え方や手法について精通しているとともに、食
料・農業・農村の現状を踏まえ土地改良事業を総合
的に評価することが必要である。（株）三菱総合研
究所は、農林水産省等から委託を受けて、土地改良
事業の費用対効果分析手法の検討調査、農業農村整
備事業の総合的評価手法の検討調査等、優れた実績
を有するとともに、十分な知見及び本事業に関する
各種のデータを有しており、本事業の成果を達成で
きるのは同研究所以外に考えられないこと。また、
同研究所は平成１６年度に土地改良事業の評価手法
についての検討調査委託事業を実施しており、同委
託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うこと
が、事業の効率的な実施等に資するため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

401
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度農業農村整備事業に
おける多段階評価手法検討調査委
託業務一式

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

平成17年10月31日 11,000,000

本事業は、現行のチェックリストによる事前評価手
法を改善し、定量的・定性的な評価項目をＡ、Ｂ、
Ｃ等のランク別に評価する手法（多段階評価手法）
を導入するための検討を行なうものであるが、本事
業を適切に実施するためには、農業農村整備事業に
おける多段階評価手法に関する知識・実績が求めら
れる。（株）三菱総合研究所は、多段階評価手法の
基本的な考え方、事業種毎の評価項目・評価指標の
設定、過去の事業採択地区における事業効果等、農
業農村整備事業における多段階評価手法の分野に精
通しているため、本事業の成果を達成できるのは同
研究所以外に考えられない。また、同研究所は平成
１３年度から本事業を継続実施しており、これまで
の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業
の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



402
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度農村生活環境整備の
費用便益分析手法検討調査委託業
務一式

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

平成17年11月11日 10,000,000

本事業は、平成13年度に作成し農村整備事業地区の
事前評価において試行を行っていた、農村生活環境
整備の費用便益分析マニュアル（案）について、試
行を経て顕在化した課題を踏まえて改良を検討する
ものであるが、本事業を適切に実施するためには、
土地改良事業をはじめとする農業農村整備事業によ
り発現する事業効果や費用対効果分析全般に渡る経
済的・技術的な知識・経験が求められる。（株）三
菱総合研究所は、農林水産公共事業をはじめ他省庁
所管の公共事業に関する調査・研究、政策提言を
行っており、農業農村整備事業の総合的評価手法や
費用対効果分析手法の分野に精通しているため、本
事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えら
れない。また、同研究所は平成１０年度から平成13
年度に本事業を実施しマニュアル（案）を作成して
おり、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行
うことが、事業の効率的な実施等に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

403
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度水田農業地域の農業
用水における有効利用に関する分
析調査業務委託業務一式

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

平成17年8月16日 4,500,000

本事業は、国内外の農業用水の有効利用に係る各種
課題に対応するため、日本およびアジアモンスーン
の水田農業地域における水利用の実態や特性を研究
的側面から把握し、農業用水の有効利用の促進に向
けた取組みのための理論構築の基礎とするものであ
る。本事業の目的の達成のためには、水田農業に関
する研究分野における知見はもとより国内及び国際
的な農業用水に関する水議論の趨勢等についても熟
知していることが不可欠である。社団法人農業土木
学会は、これまでの水田農業に関する各種研究成果
やデータを有するとともに、国内及び国際的な農業
用水に関する水議論の趨勢等に熟知している。さら
に、水田農業及びその水環境に関する国際学会であ
る「国際水田・水環境工学会（ＰＡＷＥＥＳ）」の
幹事学会ともなっており、国際的な農業用水に関す
る情報等を把握する能力を有していることから、同
社団に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減
及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利
と認められる。また、本事業は、前年度に同社団に
委託した「平成１６年度水田農業の多面的機能等に
関する調査委託事業」の関連事業であり、前年度事
業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得ら
れたノウハウを最大限に活用することで、事業の円
滑かつ効率的な実施に資するため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

404
有限責任中間法人東京農業大学出
版会
（東京都世田谷区桜丘1-1-1）

平成１７年度特定中山間保全整備
支援調査委託業務一式

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

平成17年8月30日 7,500,000

本事業は、特定中山間保全整備事業で実施される農
林一体整備により、農林業の振興と農用地及び森林
の有する公益的機能の維持・増進に資するため、中
山間地域における流域住民総意のもとでの、農林地
基盤整備のあり方の検討を行うことを目的としてい
る。本事業の実施に当たっては、中山間地域の実態
に精通していることはもちろんのこと、中山間地域
の農用地及び林地に係る豊富な調査経験が求めら
れ、これらに関する幅広い知識と専門的な知見及び
実績が不可欠である。有限責任中間法人東京農業大
学出版会は農山村地域に係る総合的な調査研究を継
続的に実施し、農業・農村計画に関する調査研究技
術を有し、多大のデータが蓄積されている。特に、
特定町村を対象に定点調査等を継続して実施するな
ど、中山間地域に関して深い知見を有するとともに
調査研究技術を蓄積しており、農用地だけではな
く、林地を含めた地域整備計画等への対応が可能で
ある。また、同出版会は、全国に展開している独自
の調査システムを構築しており、履行期間の短縮、
経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保が
できる等有利と認められる。また、前年度に同出版
会に委託して本事業を実施しており、この事業の成
果を活用するるとともに、事業実施の過程で得られ
たノウハウを最大限に活用することにより、本事業
を円滑かつ効率的に実施できるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



405
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成17年度フィルダム設計技術検
討調査（農業用ダムに関する調査
研究）委託業務一式

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

平成17年7月12日 8,500,000

　本事業は、コンクリートのひび割れ防止等のダム
築堤材料の検討、農業用ダムに係る基礎地盤透水性
の評価検討、兵庫県南部地震を契機とした地震時に
おけるダムの耐震設計手法の高度化、ダムの嵩上げ
等による再開発や維持管理、長期供用ダムの工学的
評価等に関する技術的課題について、専門的見地か
らの調査研究を行い、今後の農業用ダムの安全かつ
経済的な設計・施工及び適切かつ効率的なダムの供
用に資するものである。
  本事業の遂行に当たっては、調査計画、解析手
法、設計施工及び管理についての総合的かつ高度な
専門知識が要求されるため、ダム技術に精通した豊
富な経験と見識を有する学識経験者で構成する委員
会を設け、付託する必要がある。
  社団法人農業土木学会は、ダム技術に精通した学
識経験者が集い、農業用ダムに関する学術的な調査
研究の情報を数多く有している組織であり、農業用
ダムを含むダム技術に関する各種関連データ及びノ
ウハウを充分蓄積していることから、本委託事業を
継続して実施している。
  本年度の委託事業は、前年度に実施した「平成16
年度フィルダム設計技術検討調査（農業用ダムに関
する調査研究）」の継続事業であり、農業用ダムに
関する調査研究、長期供用ダムの工学的評価及び安
全性の評価、耐久性等に関する研究について、前年
度の研究成果及び調査解析データを継続して整理
し、蓄積するものである。長期供用ダムに関して
は、前年度まで検討してきたダムの変状の将来予
測、機能低下の進行予測等について、全国の農業用
ダムの変状・挙動の定量的な指標を収集整理し、こ
れまでの検討内容を裏付けできる傾向・特徴の把握
に努め、ダムの変状に関する技術検討を深めていく
ことから、本件委託事業を定められた履行期間、経
費の中で円滑かつ適切な事業の実施を確保できるの
は、これまでの調査研究の検討経緯・内容を十分に
熟知している社団法人農業土木学会以外にはないと
判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

406
（社）土木学会
（東京都新宿区四谷一丁目無番
地）

平成17年度ISO対応特別委員会審
議状況等調査委託業務一式

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

平成17年8月1日 4,300,000

本事業は、土木分野に関する現状のＩＳＯ規格制定
状況及び国際標準化機構（ＩＳＯ）の専門委員会
（TC：Technical　Committee）の審議状況等につい
て、「ＩＳＯ対応特別委員会」の活動を通じ調査を
行い、今後のＩＳＯへの対応に寄与するものであ
り、実施者は土木分野全般に関して幅広い知見を有
していることが必要である。
　さらに、本事業の成果は、農業土木技術者に広く
利活用されるため、高い専門的知識から得られる知
見に基づいた検討結果を集約したものでなければな
らないことから、土木分野の各工種における多方面
の検討実績が必要となる。
　社団法人土木学会は、本省と共に国土交通省から
「ＩＳＯ対応特別委員会」の設置を付託されている
ことから、ＩＳＯに対する取組状況について、専門
委員会の審議状況等の調査・取りまとめをしてお
り、その内容に熟知している。また、コンクリート
標準示方書の編纂をはじめ土木分野の各工種におけ
る多方面の検討実績も多い。
　また、本事業は、前年度に実施した「平成１６年
度ＩＳＯ対応特別委員会審議状況等調査委託事業」
の継続事業であり、前年度の事業の成果を用いると
ともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大
限に活用することが、本事業を円滑かつ効率的に実
施する観点から不可欠と考えられる。
　（社）土木学会は、前年度において前記事業を実
施し、良好な成果をあげていることから、本事業を
同社団に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節
減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有
利と認められる。
  上記の事情から、本事業に求められる成果を達成
できるのは、（社）土木学会以外に考えられないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



407
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度「農業農村整備事業
に関する新たな技術開発５ヶ年計
画」等分析調査委託業務一式

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

平成17年10月3日 6,700,000

　本事業は、「農業農村整備事業における新たな技
術開発５ヶ年計画」の着実な推進のために実施する
ものであり、実施に際しては、本計画の内容に熟知
しているとともに、農業土木全般に関して幅広い知
見や経験を有していることが必要である。
  ①本事業は、昨年度実施した、「農業農村整備事
業における新たな技術開発５ヶ年計画」の継続事業
であり、基礎資料の内容分析、整理を行う過程で得
られたノウハウを最大限に活用することが、本件委
託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠
と考えられる。
  ②また、昨年度、「農業農村整備事業における新
たな技術開発５ヶ年計画」と密接に関係している
「農業水利施設に関する性能設計等検討委託事業」
を行っているが、そこで、「農業農村整備事業にお
ける新たな技術開発５ヶ年計画」の主要課題であ
る、農業用施設の耐久性調査を行っていることか
ら、コンクリート構造物耐久性検討にあたっては、
昨年の調査の実施過程で得られたノウハウを最大限
に活用し、今年度においてもコンクリート構造物に
おける課題について適切な検討ができる。
  ③農業土木の研究者の多くが加入している学会で
あるため、幅広いネットワークを有し、技術開発に
ついての情報収集、意見徴集、検討会の設置にあ
たって学識経験者の協力体制が整っている。
このため、本件委託事業を（社）農業土木学会に委
託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑
かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認めら
れる。
以上のとおり、本事業に求められる成果を達成でき
るのは、（社）農業土木学会以外にないと考えられ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

408
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度農業農村整備事業に
おける石綿ばく露防止対策等分析
調査委託業務一式

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

平成17年11月18日 3,180,000

　本事業は、農業農村整備事業において石綿含有製
品が使用されている場合の当面の対策を検討すると
ともに、今後の事業の適切な推進のため、既設施設
の撤去等における石綿ばく露防止対策指針の整備を
行うものであり、極めて緊急性の高いものである。
実施に際しては、各方面における実態や対策状況に
かかる情報の迅速な収集を行えるとともに、農業水
利施設の構造等に係る高い知識を持ったものが必要
である。
（社）農業土木学会は、
  ①官公庁、大学、民間の農業土木技術者の多くが
加入している学会であり、幅広いネットワークを有
しているため、各方面における石綿ばく露について
の現状、対策方法等について情報収集を行うことに
優れている。
　②国営土地改良事業計画設計基準等の作成に関わ
るなど、農業水利施設の詳細構造に熟知している学
会員が多数いるため、検討委員会の委員の選定を的
確に実施できる。
　このように、（社）農業土木学会は、本件委託事
業に求められる要件を十分に満たしているが、この
ような者は他になく、緊急に所要の調査・検討を成
し得るのは同学会の他に考えられない。
以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達
成できるのは、（社）農業土木学会以外にないと考
えられるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



409
（財）国土技術研究センター
（東京都港区虎ノ門3-12-1）

平成１７年度土地改良事業等請負
工事及び業務の間接工事費等調査
検討委託業務一式

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

平成17年11月24日 29,350,000

　本事業は、土地改良事業等の積算基準について、社会・経済情勢
や施工体制の変化に機動的に対応するため、昭和５０年度以降、毎
年、過年度に実施された土地改良事業等の工事の間接工事費（共通
仮設費、現場管理費）、一般管理費等及び業務の諸経費を調査・分
析・検討し、経年的な乖離状態を判断しながら改訂の必要性等につ
いて検討を行ってきたものであり、継続して本年度も本事業を実施
し、これらの積算基準（間接工事費等）の妥当性等について調査・
分析・検討を行うものである。
　昭和５０年当時においては、社会環境の変化が著しく、建設生産
環境が急激に変化していた状況において、建設技術開発会議（建設
大臣の私的諮問機関）で、土木工事の施工環境の変化に即応した積
算基準の整備、統一化、自動化による積算業務の簡素化、迅速化を
図ることが求められ、官民合同の体制による共同研究の推進と、そ
の確立を図ることとされた。
このため昭和５０年度から、三省（当時の建設省、運輸省、及び農
林水産省）合同調査として、（財）国土技術研究センターに「公共
土木請負工事の諸経費等実態調査」を委託し、機動的な積算基準の
制改定の必要性等の検討と、同センター内に学識経験者、公共事業
担当三省、業界代表で構成する「積算研究会」を設立し、土木工事
積算体系に関する基本研究を進めてきたところである。
　（財）国土技術研究センターは、土木工事における建設技術の向
上を図り、国民福祉の向上に寄与することを目的に昭和４８年に設
立された国土交通省の認可団体であり、設立以来、国土交通省（旧
建設省、旧運輸省）、農林水産省、道路公団等から委託を受けて土
木工事等の積算基準（間接工事費等）に関する調査・分析の業務を
専門的に行っている唯一の団体である。
　本事業は、従来から（財）国土技術研究センターに委託して実施
していたもので、積算基準としての体系や間接工事費等について
は、国土交通省との連携のもと基準としての統一化に寄与してきた
ところであり、積算基準に精通し高度な調査・分析能力を有すると
ともに、経年変化に対する分析手法も確立していることから、本事
業を達成できるのは（財）国土技術研究センター以外に考えられな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

410
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度 ほ場整備の新たな
施行方式に関する基礎調査委託事
業一式

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

平成17年6月3日 5,943,000

本事業は、ほ場整備において、民間の経営能力及び
技術的能力等を活用し、民間事業者の自主性と創意
工夫を尊重することによる効率的かつ効果的な公共
事業を実施する方式に向けた検討を行うものであ
る。（株）三菱総合研究所は、様々な分野における
PFI事業を含めた民間委託の導入の検討や、建設企
業の農業参入に関する調査研究、また、それらを踏
まえた本調査検討の実績等、本事業の内容に即した
効率かつ機動的な調査の施行を確実に実施できる知
見及び技術能力を持っており、本事業の成果を達成
できるのは同研究所以外に考えられないこと。ま
た、本事業は前年度から同研究所に委託して継続実
施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事
業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

411
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

平成１７年度農村生活環境整備に
おけるＰＦＩ実施マニュアル策定
調査委託業務一式

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

平成18年1月10日 13,137,600

本委託事業については、委託先を公募し、審査の結
果、（株）三菱総合研究所が選定されており、競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

412
（財）沿岸技術研究センター
（東京都港区隼町3-16住友半蔵門
ビル6Ｆ）

平成１７年度津波災害軽減方策検
討調査委託業務一式

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

平成17年12月12日 8,610,000

本事業は、スマトラ沖地震による津波被害を踏ま
え、水流・水圧等の津波エネルギーを加味した従来
よりも高度化された津波シミュレーションを行い、
その結果を基にして海岸保全施設と避難施設等の最
適な組み合わせによる背後地の防災機能の効率的・
効果的な被害軽減方策を三省庁共同で検討するもの
である。農村振興局が所管する農地海岸は、干拓地
のような低平地が多いことから、避難対策と併せて
津波襲来後の排水対策についても検討を行うことと
している。なお、本事業は幹事部局である国土交通
省港湾局が行う津波シミュレーションの成果を基に
実施するため、国土交通省が委託契約を締結した
（財）沿岸技術研究センターに委託を実施すること
が合理的であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

413
全国山村振興連盟
（東京都千代田区永田町1-11-
32）

第14回ふるさと山村フォトコンテ
スト実施業務

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

平成17年6月23日 1,974,000

全国山村振興連盟の有する知見が必要不可欠であ
り、本件請負事業に求められる成果を達成できるの
は、同連盟以外に無いものと考えられることから、
会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

414
ダイヤモンドリース（株）
（東京都千代田区丸の内3-3-1）

農地整備地理情報システムサーバ
１式の賃貸借

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

平成17年4月1日 904,488

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

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



415
ダイヤモンドリース（株）
（東京都千代田区丸の内3-3-1）

農地整備地理情報システムサーバ
１式の賃貸借

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

平成17年10月1日 904,488

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

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

416
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷三丁目5）

平成17年度土地改良負担金実態調
査資料作成業務

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

平成17年11月16日 3,517,500

太陽コンサルタンツ（株）は、４カ年計画の本件業
務を当初より実施し、本件業務のノウハウ及びプロ
グラム等を熟知しており、期間の短縮及び経費の節
減に資する唯一の者であると認められることから、
会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

417
東京エムケイ（株）
（東京都中央区勝どき6-5-5）

一般乗用旅客自動車供給

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

平成17年4月1日 26,900,100
政府調達に関する協定１５条１(b)の規定等によ
り、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）
単価契約
初乗運賃600
円外

418
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

電話ファックス(ゼロックス)の賃
貸借

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

平成17年4月1日 2,895,480

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

419
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

電子複写機の賃貸借

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

平成17年4月1日 1,445,472

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

420
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

電子複写機(リコー)の賃貸借及び
保守

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

平成17年4月1日 15,630,081

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

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

保守料：単
価契約
3.255円外

421
（株）インテック
（東京都江東区新砂1-3-3）

平成17年度整備状況把握システム
改良等業務

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

平成17年7月12日 56,962,500

（株）インテックは、平成15年度に「整備状況把握
システム｣を開発し、システム構造等を熟知してい
る者であり、期間の短縮及び経費の節減に資する唯
一の者であると認められることから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

422
（株）日立情報システムズ
（川崎市高津区二子4-9-1）

平成17年度土地改良区運営実態等
統計調査集計業務

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

平成17年8月5日 4,515,000

（株）日立情報システムズは、過年度における本件
業務を実施し内容を熟知しているとともに、システ
ム開発等も手がけており、業務を適正に実行できる
唯一の者であると認められることから、会計法第２
９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

423
（株）パスコ
（東京都目黒区東山1-1-2）

平成17年度新農地整備地理情報シ
ステム開発等業務

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

平成17年8月22日 35,805,000

（株）パスコは、平成16年度に「新農地整備地理情
報システム評価版」を開発し、プログラム構造を熟
知している者であり、円滑な事業実施に資する唯一
の者であると認められることから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

424
（株）パスコ
（東京都目黒区東山1-1-2）

平成17年度ＡｒｃＧＩＳ等保守業
務

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

平成18年1月24日 1,638,000

（株）パスコは、ArcGISの提供・販売、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
の開発に実績があり、過年度においてもGISデータ
整備に関する業務を実施し、GISデータに精通して
おり、本業務を確実に実施できる唯一の者であると
認められることから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

425
（株）東レ
（東京都中央区日本橋室町2丁目2
番1号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 69,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

426
サニーヘルス（株）
（長野市稲葉1661番地）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 63,975,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

427
アサヒビ-ル（株）Ｒ＆Ｄ本部未
来研究所
（守谷市緑1丁目1番地21）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 75,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

428
日本製紙（株）
（東京都北区王子5丁目21番1号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 86,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



429
（株）サタケ
（東京都千代田区外神田4丁目7-
2）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 10,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

430
全国農業協同組合連合会
（東京都千代田区大手町1丁目8番
3号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 5,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

431
富士平工業（株）
（東京都文京区本郷6丁目11番6
号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 9,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

432
（株）機能性ペプチド研究所
（山形市下条町4丁目3-32）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 13,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

433
国立大学法人東京農工大学
（府中市晴見町三丁目8番地の1）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 31,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

434
国立大学法人東京大学
（東京都文京区本郷7丁目3番1
号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 12,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

435
学校法人慈恵大学
（東京都港区西新橋3丁目25番地8
号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年4月25日 11,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

436
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月20日 13,890,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

437
（株）前川製作所
（東京都江東区牡丹2丁目13番1
号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月20日 16,590,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

438
山形県知事
（山形市松波二丁目8番1号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月20日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

439
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692の
2）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月20日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

440
富山県知事
（富山市新総曲輪1番7号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月20日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

441
新潟県農業総合研究所作物研究セ
ンター
（長岡市長倉町857番地）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月23日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

442
信越化学工業（株）
（東京都千代田区大手町2-6-1）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月26日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

443
国立大学法人長崎大学
（長崎市文教町1-14）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年5月31日 23,976,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



444
学校法人東海大学
（東京都渋谷区富ヶ谷2-28-4）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年6月14日 17,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

445
協和メデックス（株）
（東京都中央区晴海一丁目8番10
号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年6月16日 5,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

446
（株）小松種鶏場
（松本市桐1丁目2番地35号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年6月16日 7,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

447
日本化薬（株）
（東京都千代田区富士見一丁目11
番2号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年6月16日 19,830,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

448
学校法人北里学園
（東京都港区白金5-9-1）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年6月30日 34,163,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

449
井村屋製菓（株）
（津市高茶屋七丁目1番1号）

アグリバイオ実用化・産業化研究
委託事業 　一式

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

平成17年7月27日 3,526,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

450
国立大学法人筑波大学
（つくば市天王台1-1-1）

遺伝子組換え生物の産業利用にお
ける安全性確保総合研究に係る委
託事業　一式

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

平成17年5月26日 2,100,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

451
（株）三菱化学安全科学研究所
（東京都港区芝2-1-30）

遺伝子組換え生物の産業利用にお
ける安全性確保総合研究に係る委
託事業　一式

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

平成17年6月16日 8,800,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

452
国立大学法人北海道大学
（札幌市北区北8条西5丁目）

戦略的国際農業研究基盤調査に係
る委託事業　一式

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

平成17年6月22日 7,430,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

453
国立大学法人広島大学
（東広島市鏡山一丁目3-2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 3,642,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

454
国立大学法人名古屋大学
（名古屋市千種区不老町）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 15,484,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

455
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 18,047,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

456
国立大学法人島根大学
（松江市西川津町1060番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 16,344,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

457
学校法人東海大学
（東京都渋谷区富ヶ谷2-28-4）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 16,400,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

458
福井県知事
（福井市大手3丁目17-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 4,950,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)



459
広島県知事
（広島市中区基町10番52号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 43,790,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

460
（株）マリンケミカル研究所
（函館市桔梗町379番地28）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 8,200,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

461
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 49,384,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

462
国立大学法人三重大学
（津市栗真町屋町1577）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 16,146,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

463
三重県知事
（津市広明町13番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 3,642,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

464
愛知県知事
（名古屋市中区三の丸3-1-2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 25,504,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

465
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692の
2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 7,442,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

466
味の素（株）
（東京都中央区京橋一丁目15番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 7,280,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

467
タカラバイオ（株）
（大津市瀬田三丁目4番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 16,400,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

468
北海道知事
（札幌市中央区北3条西6丁目）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 17,121,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

469
奈良県知事
（奈良市登大路町30番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 8,204,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

470
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1丁目1番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 3,719,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

471
香川県知事
（高松市番町四丁目1番10号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 6,551,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

472
佐賀県知事
（佐賀市城内1丁目1番59号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 16,400,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

473
群馬県知事
（前橋市大手町一丁目1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 4,283,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り



474
千葉県知事
（千葉市中央区市場町1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 8,204,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

475
国立大学法人佐賀大学
（佐賀市本庄町1番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月8日 5,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

476
国立大学法人北海道大学
（札幌市北区北8条西5丁目）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 20,450,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

477
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 14,868,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

478
（株）神鋼エンジニアリング＆メ
ンテナンス
（神戸市灘区岩屋北町4-5-22）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 14,572,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

479
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 4,950,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

480
宮崎県知事
（宮崎市橘通東2丁目10番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 22,782,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

481
富山県知事
（富山市新総曲輪1-7）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 8,221,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

482
国立大学法人東京海洋大学
（東京都港区港南4-5-7）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 9,904,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

483
国立大学法人東北大学
（仙台市青葉区堤通雨宮町1番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 23,683,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

484
国立大学法人筑波大学
（つくば市天王台1丁目1-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 16,405,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

485
国立大学法人北海道大学
（札幌市北区北8条西5丁目）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月14日 11,260,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

486
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3丁目15
番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 61,252,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

487
兵庫県立農林水産技術総合セン
ター
（加西市別府町南ノ岡甲1533）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 10,400,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

488
国立大学法人新潟大学
（新潟市五十嵐二の町8050番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 16,530,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り



489
（株）機能性ペプチド研究所
（山形市下条町4丁目3-32）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 14,530,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

490
熊本県知事
（熊本市水前寺6丁目18-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 14,579,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

491
学校法人近畿大学
（東大阪市小若江3丁目4番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 14,050,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

492
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 7,250,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

493
沖縄県知事
（那覇市泉崎1-2-2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 16,399,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

494
国立大学法人静岡大学
（静岡市駿河区大谷836）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 29,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

495
岐阜県知事
（高山市清見町牧ヶ洞4393-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月16日 11,493,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

496
大阪府立食とみどりの総合技術セ
ンター
（羽曳野市尺度442）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月17日 46,163,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

497
（財）東京都農林水産振興財団
（立川市富士見町3丁目8番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月27日 14,578,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

498
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9番6号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年6月27日 28,764,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

499
国立大学法人茨城大学
（水戸市文京2-1-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 15,079,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

500
国立大学法人宇都宮大学
（宇都宮市峰町350）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

501
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 16,959,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

502
宮城県知事
（仙台市青葉区本町3丁目8番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 17,340,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

503
国立大学法人琉球大学
（沖縄県中頭郡西原町字千原1番
地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 10,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)



504
京都府農業資源研究センター
（京都府相楽郡精華町大字北稲八
間小字大路74）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 39,629,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

505
公立大学法人大阪府立大学
（堺市学園町1-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 18,613,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

506
国立大学法人宮崎大学
（宮崎市学園木花台西1丁目1番
地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 17,600,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

507
国立大学法人東京海洋大学
（東京都港区港南4-5-7）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 19,630,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

508
学校法人近畿大学
（東大阪市小若江3丁目4番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 10,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

509
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692の
2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 16,752,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

510
山形県知事
（山形市松波二丁目8番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 10,022,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

511
沖縄県知事
（那覇市泉崎1-2-2）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 15,314,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

512
滋賀県知事
（大津市京町4丁目1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

513
国立大学法人静岡大学
（静岡市駿河区大谷836）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 18,424,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

514
三重県知事
（津市広明町13番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 24,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

515
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 33,359,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

516
千葉県知事
（千葉市中央区市場町1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 25,634,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

517
住友化学（株）
（宝塚市高司4丁目2番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月5日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

518
国立大学法人九州大学
（福岡市東区箱崎六丁目10番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月7日 48,929,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)



519
名護市長
（名瀬市幸町25番8号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 10,200,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

520
国立大学法人新潟大学
（新潟市五十嵐二の町8050番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 5,644,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

521
国立大学法人東京農工大学
（府中市晴見町三丁目8番地の1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 15,833,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

522
大分県知事
（大分市大手町3丁目1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 19,990,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

523
神奈川県知事
（三浦市三崎町城ヶ島養老子）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 16,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

524
秋田県知事
（秋田市山王四丁目1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

525
国立大学法人東京海洋大学
（東京都港区港南4-5-7）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月12日 21,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

526
アミタ（株）
（東京都千代田区三番町28番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月15日 20,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

527
富山県知事
（富山市新総曲輪1番7号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月15日 16,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

528
国立大学法人信州大学
（松本市旭3-1-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月27日 19,940,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

529
国立大学法人東京大学
（東京都文京区本郷7丁目3番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月27日 20,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

530
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中一丁目1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月27日 16,050,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

531
国立大学法人東北大学
（仙台市青葉区堤通雨宮町1番1
号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月27日 32,809,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

532
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9番6号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月28日 17,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

533
（株）三菱総合研究所
（東京都千代田区大手町2-3-6）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年7月29日 19,635,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)



534
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年8月11日 7,289,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

535
新潟県知事
（新潟市新光町4番地1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年8月11日 19,293,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

536
国立大学法人東北大学
（仙台市青葉区星陵町1番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年8月12日 13,900,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

537
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7番7号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年8月19日 10,575,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１８年度限
り

538
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年9月15日 5,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

539
富山県知事
（富山市新総曲輪1番7号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年10月19日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

540
奈良県知事
（奈良市登大路町30番地）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年10月19日 8,670,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

541
岐阜県知事
（岐阜市又丸729）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年10月19日 18,849,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

542
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3丁目15
番1号）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

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

平成17年10月19日 15,580,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
(引き続き公募を実施し、その後、総合
評価による一般競争入札又は企画競争
に移行できるか検討)

543
（株）富士経済
（東京都中央区日本橋小伝馬町2
丁目5番）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

支出負担行為担当官　　農林水産
技術会議事務局長　村上　秀德　　
　（東京都千代田区霞が関１－２
－１）

平成18年1月26日 5,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

544
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20）

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業に係る委託事業　一式

支出負担行為担当官　　農林水産
技術会議事務局長　村上　秀德　　
　（東京都千代田区霞が関１－２
－１）

平成18年2月16日 7,127,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

545
（株）日本製鋼所
（広島市安芸区船越南1-6-1）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年7月28日 12,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

546
機能性木質新素材技術研究組合
（東京都中央区八丁堀3-5-8京橋
第二長岡ビル7階）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年7月28日 9,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

547
学校法人加計学園
（岡山市理大町1-1）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年7月29日 4,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

548
国立大学法人静岡大学
（静岡市駿河区大谷836）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年7月29日 4,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



549
（財）北九州産業学術推進機構
（北九州市若松区ひびきの2-1）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月4日 17,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

550
北海道ティー・エル・オ-（株）
（札幌市北区北8条西5丁目北海道
大学事務局内）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月4日 9,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

551
（株）サタケ
（東広島市西条西本町2-30）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月4日 12,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

552
（株）武蔵野化学研究所
（東京都中央区京橋1-1-1）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月4日 10,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

553
国立大学法人弘前大学
（弘前市文京町1）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月5日 10,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

554
国立大学法人山形大学
（山形市小白川町1-4-12）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年8月11日 20,500,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

555
（株）セテック
（札幌市中央区南1条西6丁目16）

バイオマス生活創造構想事業に係
る技術開発委託事業　一式

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

平成17年10月5日 17,000,000
本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課
題及び研究機関が決定されており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

556
国立大学法人帯広畜産大学
（帯広市稲田町西2線11番地）

融合新領域研究戦略的アセス調査　
　　
　　
（「体細胞クローン技術を用いた
医療用モデル豚の開発（豚由来ウ
イルスの制御法の開発）」に係
る、産業化・実用化の可能性調
査）
一式

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

平成17年10月14日 3,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野
に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のため
の可能性を見極めることを目的とした調査であり、
早期の産業化・実用化が期待される研究開発課題に
ついて実証試験を行うものであるが、当該研究課題
について、極めて密接な関連研究を実施していると
ともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能
力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

557
国立大学法人東京農工大学
（府中市晴見町3丁目8番地の1）

融合新領域研究戦略的アセス調査　
　　
　　
（「形質転換ニワトリ作出法の開
発（単一細胞操作支援ロボットを
用いたPGCへの遺伝子導入法の開
発）」に係る、産業化・実用化の
可能性調査）
一式

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

平成17年10月19日 6,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野
に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のため
の可能性を見極めることを目的とした調査であり、
早期の産業化・実用化が期待される研究開発課題に
ついて実証試験を行うものであるが、当該研究課題
について、極めて密接な関連研究を実施していると
ともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能
力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

558
国立大学法人信州大学
（松本市旭3丁目1番1号）

融合新領域研究戦略的アセス調査　
　　
　　
（「形質転換ニワトリ作出法の開
発（始原生殖細胞の培養技術の開
発）」に係る、産業化・実用化の
可能性調査）
一式

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

平成17年10月31日 3,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野
に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のため
の可能性を見極めることを目的とした調査であり、
早期の産業化・実用化が期待される研究開発課題に
ついて実証試験を行うものであるが、当該研究課題
について、極めて密接な関連研究を実施していると
ともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能
力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



559
国立大学法人名古屋大学
（名古屋市昭和区鶴舞町65番地）

融合新領域研究戦略的アセス調査　
　　
　　
（「体細胞クローン技術を用いた
医療用モデル豚の開発（疾患モデ
ル豚の開発）」に係る、産業化・
実用化の可能性調査）
一式

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

平成17年10月31日 8,196,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野
に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のため
の可能性を見極めることを目的とした調査であり、
早期の産業化・実用化が期待される研究開発課題に
ついて実証試験を行うものであるが、当該研究課題
について、極めて密接な関連研究を実施していると
ともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能
力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

560
国立大学法人九州大学
（福岡市東区箱崎6丁目10番1号）

融合新領域研究戦略的アセス調査　
　　
　　
（「体細胞クローン技術を用いた
医療用モデル豚の開発（遺伝子改
変ブタを用いた再生医学研究への
応用）」に係る、産業化・実用化
の可能性調査）
一式

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

平成17年11月18日 3,000,000

本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野
に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のため
の可能性を見極めることを目的とした調査であり、
早期の産業化・実用化が期待される研究開発課題に
ついて実証試験を行うものであるが、当該研究課題
について、極めて密接な関連研究を実施していると
ともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能
力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析
能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

561
日本電子計算機（株）営業本部
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

給与計算システム賃貸借及び保守
管理業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,423,800
既存のソフトウェア及びデータの互換性から競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

562

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）第二法人営業本部ｅ-ガバ
メント営業部
（東京都千代田区内幸町1-1-6）

超高速ルータ保守管理業務　　１
式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 14,280,000

このルータは、つくばＷＡＮと接続するために使用
しており、つくばＷＡＮに参加する他機関の機器と
一元的に保守管理を行う必要があり、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

563
ＮＥＣリース（株）関東支社
（さいたま市大宮区桜木町1-10-
17）

電話交換システム賃貸借　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 2,499,516

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、装置の撤去・設置及び接続に多くの時間と多
大な費用と日数を要し、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

564
ＮＥＣファシリティーズ（株）Ｆ
Ｓ営業本部
（東京都港区芝2-22-12）

実験原廃水処理施設運転保守管理
業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 12,064,388

本施設の運転保守管理業務は、設備の総合調整を図
り一連の処理作業に支障を来さないよう運転する等
システムを熟知している必要があリ、設計施工業者
である日本電気（株）の維持管理部門を担当してい
るＮＥＣファシリティーズ（株）以外不可能である
ため、契約の性質から競争を許すものでないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

565
ナブコシステム（株）つくば営業
所
（つくば市二の宮3-2-8）

自動扉装置保守点検業務　　　１
式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,352,400

製造メーカー以外では、部品調達の困難性、また、
フルメンテナンスもできない。故障時等の迅速な対
応、安全かつ良好な状態を維持する必要があり競争
を許すものでないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

566
フジテック（株）東京支社
（東京都品川区大崎1-11-2）

エレベーター保守点検及び性能検
査業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,481,850

製造メーカー以外では、部品調達の困難性、また、
フルメンテナンスもできない。故障時等の迅速な対
応、安全かつ良好な状態を維持する必要があり競争
を許すものでないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

567
東芝エレベータ-（株）東関東支
社
（千葉市中央区1-11-1）

エレベーター保守点検業務　　　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,023,370

製造メーカー以外では、部品調達の困難性、また、
フルメンテナンスもできない。故障時等の迅速な対
応、安全かつ良好な状態を維持する必要があり競争
を許すものでないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

568
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

農林水産研究ネットワーク回線接
続業務  1式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,644,912

既設の回線以外のものとなった場合、回線の敷設、
ＤＳＵ等の機器設置、各ネットワーク機器との相互
調整等による運用の中断が生じ事業に支障をきたす
ため、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



569
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

農学情報資源システム通信設備保
守業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,574,021

このシステム通信設備の保守業務は、農林水産省研
究ネットワーク並びに他のシステムとの関連につい
て熟知している必要があり、競争を許さないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

570
日本舶用エレクトロニクス（株）
（横浜市神奈川区東神奈川2-40-
7）

農林水産衛星画像データベース
(SIDaB)運用支援業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 13,545,000

このシステムに著作権を有するプロダクトが使用さ
れており、機器作成以外のメーカーでは運用支援を
行うことが不可能である。このため、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

571
日本舶用エレクトロニクス（株）
（横浜市神奈川区東神奈川2-40-
7）

衛星データ受信装置点検及び保守
業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 5,565,000

このシステムに著作権を有するプロダクトが使用さ
れており、機器作成以外のメーカーでは運用支援を
行うことが不可能である。このため、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

572
ＫＤＤＩ（株）官公庁営業部
（東京都千代田区飯田橋3-10-
10）

農林水産省研究ネットワーク東京
XP運用支援業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 9,271,584

本業務は、ＫＤＤＩ大手町ビルに設置したハウジン
グ設備で発生した障害等に迅速に対応する必要があ
るため、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

573
（株）ビジョンテック
（つくば市梅園2-1-16）

リアルタイム衛星データ提供業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 5,676,300
国内では、このデータの提供を行う唯一の業者であ
るため、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

574
日本SGI（株）
（東京都渋谷区恵比寿4-20-3）

映像処理サーバ保守管理業務　　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 5,384,400

国内において、米国ＳＧＩ社製のスーパーコン
ピュータの保守を行える唯一の業者であるため、契
約の性質から競争を許すものでないことから、会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

575
富士通（株）科学統括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

ファイルサーバ保守管理業務　　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,548,160

この機器の設定等について熟知している製造メー
カー以外の業者が、完全な保守を行うことは不可能
であるので、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

576
アデコ（株）つくば支社
（つくば市竹園1-6-1）

高度研究情報基盤整備業務補助労
働者派遣業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 2,640,960

この業務を行うためには、現有の各システムや農林
水産省研究ネットワークに関する必要充分な知識が
必要であり、これらの知識を有した派遣者を有する
唯一の業者であるため、競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
1,680

577
中川商事（株）
（土浦市真鍋1-1-13）

パソコン賃貸借　２４式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,929,060
利用者の利便性、ソフトウェア及びデータの互換性
から、競争を許すものでないことから、会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

578
（株）ウェザーニューズ
（東京都港区芝3-1-14）

リアルタイム気象データ配信業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,764,000

当該データ配信業務は、平成１１年継続利用を前提
に競争入札を行い以降継続的に受信している。安定
したデータベースの提供を行う必要があるため、競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

579
日商エレクトロニクス（株）
（東京都中央区築地7-3-1）

ルータ保守業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 2,614,500

このルータは、APAN等の研究ネットワークのハード
ウェアと一元的に保守管理を行う必要があるため、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

580
（株）データクラフトジャパン
（東京都千代田区神田錦町3-24）

暗号化ゲートウエイ装置保守業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,152,900

この業務は、農林水産省研究ネットワークのセキュ
リティを確保するための装置の保守であり、この装
置及びネットワーク全体の設定について熟知してい
る必要がある。この装置の導入設定を行った以外の
業者が行うことが不可能であるので、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

581
ファ-ストライディングテクノロ
ジー（株）
（浦添市牧港5-2-1）

沖縄ＡＰ設置場所賃貸借　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,108,800
当所の要求する条件を満たす唯一のデータセンタで
あるため、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



582
ＮＥＣリース（株）関東支社
（さいたま市大宮区桜木町1-10-
17）

イーサネットスイッチ賃貸借　　
４式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,247,400

このイーサネットスイッチは、ネットワーク利用者
の利用上の安全性及びネットワーク管理者の利便性
並びにネットワーク機器との互換性から競争を許す
ものでないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

583
ジク-・データシステムズ（株）
（東京都千代田区神田3-8-1）

ソフトウエア(ENVI)保守業務　　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,291,500

国内において、本ソフトウェアの保守を行える唯一
の業者であるため、契約の性質から競争を許すもの
でないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

584
（株）パスコ茨城支店
（土浦市桜町4-3-20）

ソフトウェア（ArcInfo他）保守
業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,473,400

国内において、本ソフトウェアの保守を行える唯一
の業者であるため、契約の性質から競争を許すもの
でないことから、会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

585
三菱スペ-スソフトウエア（株）
つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

研究戦略推進サブシステム機器賃
貸借　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,486,000
本システムの利用者の利便性及びデータの互換性か
ら競争を許さないことから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

586
ユサコ（株）
（東京都港区東麻布2-17-12）

文献情報データベース（ＢＩＯＳ
ＩＳ）提供業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 9,509,850

当該データベースは、米国Ｏｖｉｄ社を通じて提供
しているものであり、米国の商習慣上の年度区分１
～１２月を想定し一般競争入札を行っており、文献
情報データベースの円滑な提供を受ける必要から競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

587
ユサコ（株）
（東京都港区東麻布2-17-12）

文献情報データベース（ＣＡＢ）
提供業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 5,247,900

当該データベースは、米国Ｏｖｉｄ社を通じて提供
しているものであり、米国の商習慣上の年度区分１
～１２月を想定し一般競争入札を行っており、文献
情報データベースの円滑な提供を受ける必要から競
争を許さないことから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

588
（株）紀伊國屋書店水戸営業所
（水戸市南町3-4-57）

雑誌目次情報（ＣＯＩＮＳ）提供
業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,393,875
当該業務は、独自のサービスであり、国内において
他に同じ内容のサービスはなく、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

589
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

農林水産衛星画像データベース保
守業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 6,825,000

当該データベースのWebインターフェースソフト
ウェアは、日本電気（株）が開発したものであり、
他の業者では保守を行うことが不可能であるの
で、、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

590
三菱スペ-ス・ソフトウエア
（株）つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

研究実行課題入力・評価システム
保守管理業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 4,717,125

このシステムは、三菱スペース・ソフトウエア
（株）が構築したものであり、他の業者では保守を
行うことが不可能であるので、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

591
日本舶用エレクトロニクス（株）
（横浜市神奈川区東神奈川2-40-
7）

ＴｅｒａＳｃａｎソフトウェア保
守業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 2,572,500

このソフトウェアは、米国ＳｅａＳｐａｃｅ社の製
品であり、国内総代理店でＴｅｒａＳｃａｎシステ
ムによる衛星データの受信技術及びデータ処理の開
発を手掛けている同社以外に適切な保守は不可能で
あり、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

592

日本ヒューレット・パッカ-ド
（株）
（東京都杉並区高井戸東3-29-
21）

文献データベース検索システム保
守業務　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 3,409,140

このシステムは、日本ヒューレット・パッカード
（株）が構築したものであり、他の業者では保守を
行うことが不可能であるので、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

593
三菱スペ-ス・ソフトウエア
（株）つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

農学情報資源ＷＡＩＣＥＮＴミ
ラーリングシステム保守管理業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,760,220

このシステムは、三菱スペース・ソフトウエア
（株）が構築したものであり、他の業者では保守を
行うことが不可能であるので、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



594
（株）アトックス東京営業所
（東京都中央区新富2-3-4）

農林交流センターラジオアイソ
トープ研修施設運転保守管理業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 12,285,000

共同利用施設として研究の継続性を確保するために
は、管理区域内での業務遂行に必要な資格を備えて
おり、なおかつ取り扱いの難しい施設管理システム
の取り扱いに習熟した技術者の所属する相手方と継
続して契約する必要があるため、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

595
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

マイクロアレイスキャナー賃貸借　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 1,772,400

賃貸物件は精密機器であり、研究の継続性及びデー
タの整合性を確保する必要があり、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

596
ＮＥＣリース（株）関東支社
（さいたま市大宮区桜木町1-10-
17）

科学技術計算システム賃貸借  1
式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 350,505,540

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、新たなソフトウェアの開発や装置の撤去・設
置・職員の研修等に多大な費用と日数を要し、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

597
日本電子計算機（株）営業本部
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

ネットワークサービスシステム賃
貸借　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 163,688,232

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、新たなソフトウェアの開発や装置の撤去・設
置・職員の研修等に多大な費用と日数を要し、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

598
三菱スペ-スソフトウエア（株）
つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

ネットワークライブラリシステム
賃貸借　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 90,619,200

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、新たなソフトウェアの開発や装置の撤去・設
置・職員の研修等に多大な費用と日数を要し、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

599
ダイヤモンドリース（株）
（東京都千代田区丸の内3-3-1）

研究情報公開システム賃貸借　１
式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 38,253,600

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、新たなソフトウェアの開発や装置の撤去・設
置・職員の研修等に多大な費用と日数を要し、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

600
富士通（株）科学統括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

デジタルコミュニティ設備運用支
援業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 23,999,220

本業務は、平成１５年度に競争入札を行い、富士通
（株）と契約を行った。この設備の運用支援や障害
対応を行える者は設備を納入し、構成機器全体の内
容を熟知していることが必要であり競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

601
（株）ソフテック
（東京都世田谷区太子堂1-12-
39）

農林水産省研究ネットワークセ
キュリティ監視業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 18,501,000
本業務は契約の相手方が開発した運用保守システム
を導入して運用しており、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

602
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

高速情報通信設備保守業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月1日 68,592,300

本業務は、平成１４年度に競争入札を行い日本電気
（株）と契約を行った。契約の相手方は設備の導入
設定を行い構成機器全体の内容等を熟知しており競
争を許さないため会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

603
丸善（株）筑波営業部
（つくば市天久保3-9-1）

外国雑誌　　２１誌

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月21日 4,820,705

出版元が外国のため、商習慣の違いから前年度中に
競争により契約予定業者を決定しているところであ
る。このため契約の性質から経済性及び輸入元から
安定的に給付を受ける必要があり、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

604
インフォトレ-ダ-（株）
（大阪市西区靱本町1-20-13）

外国雑誌　　３２誌

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月21日 7,747,543

出版元が外国のため、商習慣の違いから前年度中に
競争により契約予定業者を決定しているところであ
る。このため契約の性質から経済性及び輸入元から
安定的に給付を受ける必要があり、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

605
（株）紀伊國屋書店水戸営業所
（水戸市南町3-4-57）

外国雑誌　　２１誌

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月21日 4,599,840

出版元が外国のため、商習慣の違いから前年度中に
競争により契約予定業者を決定しているところであ
る。このため契約の性質から経済性及び輸入元から
安定的に給付を受ける必要があり、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの



606
ユサコ（株）
（東京都港区東麻布2-17-12）

外国雑誌　　３６誌

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月21日 5,351,450

出版元が外国のため、商習慣の違いから前年度中に
競争により契約予定業者を決定しているところであ
る。このため契約の性質から経済性及び輸入元から
安定的に給付を受ける必要があり、競争を許さない
ことから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

607

日本アイ・ビ-・エム（株）公共
事業第四営業部
（東京都中央区日本橋箱崎町19-
21）

リアルタイム海況情報提供システ
ム　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年4月20日 6,493,200

本システムには、著作権が保有されており、研究開
発に携わった以外のメーカーでは携わることができ
ない。このため競争を許さないことから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

608
東芝メディカルシステムズ（株）
茨城サービスセンター
（つくば市梅園2-2-2）

医療用エックス撮影装置用X線管
球取替修繕

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年6月9日 1,519,350

本修繕はこの機器について熟知している製造メー
カー以外の業者が、修繕を行うことは不可能である
ので、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

609
三菱スペ-ス・ソフトウエア
（株）つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

ＲＥＣＲＡＳ改修業務　1式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年7月19日 4,767,000

このシステムは、三菱スペース・ソフトウエア
（株）が構築したものであり、他の業者では改修を
行うことが不可能であるので、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

610
三菱スペ-ス・ソフトウエア
（株）つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

研究企画支援システムデータ登
録・改修業務　　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年8月25日 2,520,000

このシステムは、三菱スペース・ソフトウエア
（株）が構築したものであり、他の業者では改修を
行うことが不可能であるので、競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

611
富士通（株）科学総括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

WEBアーカイブシステム改修業務　
１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年9月26日 15,225,000

本アーカイブシステムは、富士通（株）が構築した
ものであり、他の業者では改修を行うことが不可能
であるので、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

612
三菱スペ-スソフトウエア（株）
つくば事業部
（つくば市竹園1-6-1）

個人情報保護法施行に伴う図書資
料管理システム改修業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年10月5日 2,940,000

このシステムは、１６年度に競争入札により全て新
規に構築したシステムである。初期設定等を行って
おり、新たなソフトウェアの開発や装置の撤去・設
置・職員の研修等に多大な費用と日数を要し、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

613
ＮＥＣファシリティーズ（株）
（東京都港区芝2-22-12）

実験原廃水処理施設有機系・無機
系廃液処理装置修繕工事

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年10月11日 98,411,250
本施設の処理システム、工事部位に係る特許を保有
している同社以外には困難である。よって、会計法
第２９条の３第４項の規定により随意契約とする

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

614
（株）山武ビルシステムカンパ
ニー茨城支店
（つくば市竹園1-6-1）

高温水自動制御機器取替修繕工事

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年12月26日 2,911,650

本修繕はこの自動制御機器について熟知している製
造メーカー以外の業者が、修繕を行うことは不可能
であるので、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

615
新日鉄ソリューションズ（株）
（東京都中央区新川2-20-15）

衛星画像解析システム処理機能改
修業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年12月5日 2,100,000

本業務は既存農林水産衛星画像データーベースに米
国海洋大気庁の全地球規模のデーターを追加するも
のであり、既存システムを開発した新日鉄ソリュー
ションズ以外の他の業者では改修を行うことが不可
能であるので、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

616
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

火災スポットモニタリングシステ
ム移築業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年1月27日 8,961,225

本業務はＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）との協
定により構築した共同研究用サーバーに火災スポッ
トモニタリングシステムのデーターやアプリケー
ションを追加するものであり、、既存システムの各
プログラムやデータベース等の初期設定、機能の追
加、改修を行ってきた日本電気（株）以外の他の業
者では改修を行うことが不可能であるので、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

617
富士通（株）科学総括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

農学情報資源システム利用者管理
機能移行業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年2月3日 4,494,000

本業務は「農学情報資源システム」の利用者管理に
係る機能を旧システムから新システムへ移行するも
のであり、既存システムを構築・納入した富士通以
外の他の業者では機能移行を行うことが不可能であ
るので、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



618
日本電気（株）茨城支店
（水戸市三の丸1-1-25）

農林水産基礎数値データベース
（ＮＤＢ）気象データフォーマッ
ト変更業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年2月20日 9,064,755

本業務は一般競争により契約を行った「科学技術計
算システム」の構成要素である当該データベースの
フォーマットを変更するものであり、既存システム
を開発した日本電気（株）以外の他の業者ではデー
タベースを全て新規開発することが必要となり、多
額の開発費用と開発期間に時間を要し事業を中断し
てしまうことから、競争を許さないので会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

619
荏原冷熱システム（株）千葉営業
所
（千葉市中央区登戸3-4-7）

筑波事務所本館吸収式冷凍機分解
整備業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年2月20日 5,565,000

本業務は吸収式冷凍機の制御装置等の交換とオー
バーホールを行うもであり、製造メーカー以外の業
者が業務を行うことは不可能であるので、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

620
富士通（株）科学総括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

外部メールアクセスサーバのＳＳ
Ｌ対応業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年2月20日 2,625,000

本業務は一般競争により契約を行った「ネットワー
クサービスシステム」の機能を強化するものであ
り、既存システムを納入した富士通以外の他の業者
では機能強化を行うことが不可能であるので、競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

621

日本ヒューレット・パッカ-ド
（株）
（東京都杉並区高井戸東3-29-
21）

研究情報公開システム改修業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年2月20日 4,299,750

本業務は一般競争により賃貸借契約を行っている
「研究情報公開システムの」内ＲＳＳ（情報提供シ
ステム機能）を強化するものである。本システムは
日本ヒューレット・パッカード（株）により独自に
開発されたものであるため、システムの内部構造を
熟知しいている日本ヒューレット・パッカード以外
の他の業者では本業務をを行うことは不可能である
ので、競争を許さないことから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

622
富士通（株）科学統括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

Webアーカイブシステムウイルス
チェック機能他追加業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成18年3月1日 4,200,000

本業務は「農学情報資源システム」内Webアーカイ
ブシステムにウイルスチェック機能及び英語版検索
画面追加を行うものであり、既存システムを構築・
納入した富士通以外の他の業者では機能移行を行う
ことが不可能であるので、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

623
ＫＤＤＩ（株）
（東京都港区芝公園3-8-2）

国際回線使用料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 52,344,229

国際回線接続点を設置しているＫＤＤＩ大手町ビル
においてフィリピンとの専用回線を提供できる唯一
の業者であるため、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

624
北海道総合通信網（株）
（札幌市中央区北1条東2-5-3）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 18,250,344
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

625
東北インテリジェント通信（株）
（仙台市青葉区一番町3-7-1）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 39,204,976
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

626
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿2-3-2）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 80,244,672
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

627
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿2-3-2）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 93,500,333
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

628
（株）エネルギア・コミュニケー
ションズ
（広島市中区小町4-33）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 18,896,220
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

629
（株）ＳＴＮｅｔ
（高松市春日町1735-3）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 13,717,620
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



630
九州通信ネットワーク（株）
（福岡市中央区天神1-12-20）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 42,149,460
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

631
沖縄通信ネットワーク（株）
（那覇市東町4-1）

イーサネット回線接続料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 2,342,812
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

632
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿2-3-2）

インターネットゲートウェイ

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 11,307,870

ハウジング設備のあるＫＤＤＩ大手町ビルにおい
て、通信事業向けインターネット回線を提供してい
るの唯一の業者であるため、競争を許さないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

633
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（松山市山越3-15-15）

特定通信回線使用料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 6,029,547
各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的な
プランを選定しているため一般競争による価格競争
を行うことが現実的ではないため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

634
東京電力（株）
（東京都千代田区内幸町1-1-3）

電気料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 98,088,916 提供を行うことが可能な業者が一のため 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

635
筑波学園ガス（株）
（つくば市金田1917）

ガス料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 127,170,946
筑波地区における都市ガスの供給業者であり、東京
ガスとは１００％出資の会社のため競争ができない
ため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

636
つくば市水道部
（つくば市春日1-8-3）

水道料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 7,652,556
水道法に基づき、提供を行うことが可能な業者が一
のため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

637
つくば市水道部
（つくば市春日1-8-3）

水道料（ポンプステーション）

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 4,482,729
水道法に基づき、提供を行うことが可能な業者が一
のため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

638
つくば市水道部
（つくば市春日1-8-3）

下水道料

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

（平成17年4月1日） 9,957,076 提供を行うことが可能な業者が一のため その他 随意契約によらざるを得ないもの

639
富士通（株）科学統括営業部
（つくば市竹園2-16-27）

ハードディスク　１式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年7月22日 12,075,000

競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったことから、予算決算及び会計令第
９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

640
（株）モリタ　東京本社
（東京都台東区上野2-11-15） 歯科診療システム

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年8月19日 1,459,500

競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったことから、予算決算及び会計令第
９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

641
松沢建設（株）
（行方市小高219-1）

国内研修生宿泊棟A棟２，３階寮
室外改修工事 １式

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年9月29日 28,875,000

競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったことから、予算決算及び会計令第
９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

642
（株）武翔総合管理
（東京都練馬区旭丘1-20-7）

ポンプステーション受水槽他点検
業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年11月17日 1,575,000

競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったことから、予算決算及び会計令第
９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

643
ミネエンジニアリング（株）
（茨城県稲敷郡阿見町阿見5445-
6）

深井戸浚渫その他業務

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局筑波事務
所長
齋藤　修
（つくば市観音台２－１－９）

平成17年11月17日 2,100,000

競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったことから、予算決算及び会計令第
９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き競争入札を実施）



644
岩手県農業公社
（盛岡市菜園1-7-23）

いさわ南部農地整備事業
暗渠排水工事

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年9月6日 248,850,000

本工事は、施工性及び経済性が最も有利な自動埋設
型暗渠排水工法（ドレンレイヤー工法）により施工
するものであり、この工法により今年度対象面積を
期間内に施工できる能力を有するのは、「社団法人
岩手県農業公社」以外にないことから、「社団法人
岩手県農業公社」と随意契約を行うものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

645
大成温調（株）東北支店
（仙台市青葉区花京院1-1-20）

新庄合同庁舎
冷暖房及び空調設備保守管理業務

契約担当官
東北農政局山形統計・情報セン
ター長
佐々木　傳
（山形市春日町５－２７）

平成17年4月1日 1,375,500

同社が設置した設備のメンテナンス契約であり、他
社がアフターメンテナンスを行うのは不可能であり
競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

646
東芝エレベータ（株）東北支社
（仙台市宮城野区榴岡4-2-3）

新庄合同庁舎
エレベーター保守管理業務

契約担当官
東北農政局山形統計・情報セン
ター長
佐々木　傳
（山形市春日町５－２７）

平成17年4月1日 1,147,860

同社設備のメンテナンス契約であり、他社がアフ
ターメンテナンスを行うのは不可能であり競争を許
さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

647
（株）ベルテック
（仙台市宮城野区宮城野2-7-28）

面積母集団整備支援システム43式
購入

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年12月15日 11,130,000

耕地面積を的確に把握し、農林業センサスをはじめ
とする各種統計の基礎データを整備するためには、
全国一律に整備された地図データとそれを効率的に
加工・処理するシステムが必要がある。現在、整備
された地図として利用できるゼンリン社提供の地図
データを加工処理できるものがベルテック社提供の
システムのみであり競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

648
リコー東北（株）
（仙台市青葉区五橋1-5-3）

複合機（imagio Neo752）2式の賃
貸借

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 1,229,760

過年度にリース契約した物件の年度更新契約であ
り、同一業者から長期間にわたってリースすること
により、毎月少額の支出での調達が可能であり、競
争に付すことが不利であるため
（会計法第２９条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

649
（株）サトウ
（仙台市若林区卸町2-12-8）

複合機2式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 2,451,259

代理店契約となっている社製品のメンテナンス契約
であり、他社がアフターメンテナンスを行うのは不
可能であり、競争を許さないため
（会計法第２９条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

650
（株）セント
（仙台市青葉区上杉1-17-20）

複合機6式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 1,416,085

代理店契約となっている社製品のメンテナンス契約
であり、他社がアフターメンテナンスを行うのは不
可能であり、競争を許さないため
（会計法第２９条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

651
東北エンジニアリング（株）
（岩手県岩手郡滝沢村滝沢字大石
渡2015）

風食防止用水量調査業務
岩手県二戸郡一戸町宇別字武大敷
地内他
H17. 4. 7～H18. 2.28

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月6日 11,970,000

　本業務は、風食発生状況を把握するため、特殊な
機器(「飛土採集器」)並びに調査に対する高度な技
術を必要とする業務であり、当該業者は「飛土採集
器」を所有し、かつ過年度に他地区において同様の
調査を実施し高い評価を得ている。
　また、変更用水計画の立案及び対外協議に対応す
るため、４月早期からの現地状況の把握するととも
に、迅速かつ効率的な調査が必要である。実施者が
これまでに得たノウハウを他社が取得しようとした
場合、調査機器の調達等に相当の期間及び経費を必
要とし、適切な調査成果が確保できないことから、
当業務に関して十分な経験を有している当該業者と
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



652
東北緑化環境保全（株）
（仙台市青葉区本町2-5-1）

環境モニタリング調査その他計画
検討業務
岩手県二戸市及び二戸郡一戸町
H17. 4.25～H18. 3.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月22日 4,830,000

　本業務は、生態系調査を中心とする業務であり、
専門的知見からの考察や有識者と連携した調査を実
施しなければならない。
　当該業者は、東北管内(岩手県、宮城県)において
生態系及び自然環境保護に関する知識を有してお
り、過年度業務において現地調査を担当し、本業務
地域内において植物及び猛禽類等の貴重種を発見す
るとともに、その保全措置として移植の実施や施設
路線計画の変更提案等、環境への影響が最小となる
ような事業計画の提案実績がある。
　本業務では工事等の影響を確認するため、貴重種
のモニタリングを継続して行うこととしており、４
月早期からその動向等を把握する必要があり、調査
地域の状況に精通しており、貴重種の守秘義務の観
点及び円滑かつ適切な調査の実施を確保するため、
当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

653

馬淵川沿岸地区農業開発促進協議
会
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢24-9）

大志田ダム管理機器観測業務
岩手県二戸郡一戸町宇別字道白地
内
H17. 4. 1～H17. 6.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月1日 2,950,000

　本業務は、大志田ダムの観測計器の測定、ダム堤
体及び貯水池周辺の点検・監視等を行うものであ
り、ダムに係る操作等の公的資格、経験、知識を有
し、かつ現場の状況等に精通した者に施行させる必
要がある。
　当該団体は、ダムを管理するために必要な「ダム
管理主任技術者」の資格を有する職員が存在し、試
験湛水当初から当該ダムの操作等を行っており、ダ
ムに係る操作等の経験、知識を有し、かつ現場の状
況等に精通しているため、平成17年7月から管理使
用させるまでの間、当該団体と随意契約するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

654

馬淵川沿岸地区農業開発促進協議
会
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢24-9）

大志田ダム管理機器観測（その
２）業務
岩手県二戸郡一戸町宇別字道白地
内
H17. 7. 1～H18. 3.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年7月1日 4,610,000

　本業務は、ダムに係る操作等の公的資格、経験、
知識を有し、、かつ現場の状況等に精通した者に施
行させる必要があり、ダムを管理するために必要な
「ダム管理主任技術者」の資格を有する職員が存在
し、試験湛水当初から当該ダムの操作等を行ってい
る当該団体でなければ、安全・円滑かつ適切な履行
ができないため、当該団体と随意契約するものであ
る。
　なお、6月までは、①通常の維持管理業務と②対
外協議による観測業務を併せて委託してきたところ
であり、①は7月から市町に管理使用、②は6月末ま
での観測データをもって協議を終了する予定であっ
た。しかし、観測データの傾向等から、②について
は当面年度末まで継続して実施する必要性が生じた
ため、今回当該継続分について随意契約するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

655

馬淵川沿岸地区農業開発促進協議
会
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢24-9）

営農促進調査業務
岩手県二戸市及び二戸郡一戸町地
内
H17. 9.30～H18. 3.22

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年9月30日 2,000,000

　本業務は、事業の再評価・事後評価等に資する受
益地区内の変動状況を継続的に把握するため、農地
転用等による面積変動、土地所有者・３条資格者の
移動による土地所有状況の調査とりまとめを行うも
のである。
　業務の実施に当たっては、市町が所有し取扱者が
限られる賦課台帳等を用いる必要があり、また、過
年度までの受益地状況や営農状況に関する情報を有
している必要がある。
　これらの業務実施の条件を満たすのは、促進協議
会のみであることから、この者と随意契約するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

656
エーワメデック（株）
（盛岡市盛岡駅前通15-20）

大志田ダム管理事務所警備業務委
託料一式　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　岩
手県二戸郡一戸町宇別字道白地内
H17. 4. 1～H17. 6.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月1日 1,439,235

　本業務は、大志田ダム管理事務所の職員が不在と
なる夜間の警備を主目的とし、そのほか施設の監
視、気象災害等によるダム管理施設等の異常発生時
における関係者への迅速な通報が必要である。
　契約者は過年度に同所の警備を担当したことから
これらを熟知し迅速な対処が可能であり、安全・円
滑かつ適切な履行が可能な唯一の者であるため、こ
の者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



657
高弥建設（株）
（盛岡市紺屋町2-12）

武大敷第２ファームポンド原形復
旧その他工事
岩手県二戸郡一戸町宇別字武大敷
地内
H17. 4.25～H17. 5.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月22日 4,200,000

　本工事(後工事)は、ファームポンド敷地内の盛
土、法面整形、敷砂利等の土工工事や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

658
（株）田中建設
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢22-1）

上田子吐出水槽原形復旧その他工
事
岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田
子地内
H17. 4.25～H17. 5.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年4月22日 2,992,500

　本工事(後工事)は、吐出水槽敷地内の盛土、法面
整形、敷砂利等の土工工事や借地した農用地の原形
復旧などを行うもので、作付け開始前までに早急に
実施する必要がある。また、前工事と後工事の施工
者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不明確とな
るなどの問題が生じる。このため、前工事の施工業
者以外の者に施工させることが不利と認められるこ
とから、前工事と同一業者である当該業者と随意契
約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

659
タカハタ建設（株）福島営業所
（福島県石川郡玉川村大字蒜制字
恵平76-1）

幹線用水路等冬期保全対策その他
工事
岩手県二戸郡一戸町奥中山地内ほ
か
H17.10.31～H18. 3.20

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年10月28日 16,380,000

　凍結防止用の空気弁水抜フランジは、当該業者が
自社開発した極めて特殊な製品で、これまでに管水
路施設を有する国営地区において設置され、冬期施
設保全対策として十分な効果が発揮されている。ま
た、本地区においても昨年度試行的に設置し、その
効果を確認している。
　空気弁水抜フランジは、北海道旭川市にある当該
本社で平成17年7月に「実用新案権」(特許より比較
的簡単)として登録（有効期間は登録から10年間）
し、製作工場(他社)と契約を結び独占的な権利を保
護している。
　凍結等による事故を未然に防止し、施設機能を適
切に発揮するためには、空気弁水抜フランジの設置
が必要であり、実施者がこれまでに得たノウハウを
他社が取得しようとした場合、相当の期間及び経費
を必要とし円滑かつ適切な工事の実施が確保できな
いことから、当該製品と施工実績を有する当該業者
と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

660
一戸町長
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢24-9）

軽井沢第１ファームポンド埋蔵文
化財発掘調査業務
岩手県二戸郡一戸町中山字稲荷林
１３６－３他
H17.10.14～H18. 3.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田９８－６）

平成17年10月14日 1,953,346

　埋蔵文化財の保護に関する事務は、「地方自治
法」（第三節委員会及び委員第二款教育委員会第百
八十条の八教育委員会は、別に法律の定めるところ
により、学校その他の教育機関を管理し、学校の組
織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び
教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社
会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管
理し及びこれを執行する。）、「文化財保護法」
（第６章埋蔵文化財第99条（地方公共団体による発
掘の施行）地方公共団体は、文化庁長官が前条第１
項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文
化財について調査する必要があると認めるときは、
埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施
行することができる。）並びに「地方教育行政の組
織及び運営に関する法律」（第３章教育委員会及び
地方公共団体の長の職務権限第23条（教育委員会の
職務権限）14．文化財の保護に関すること。）によ
り地方公共団体教育委員会の所管とされており、当
該部局が開発事業者から発掘調査を受託し実施して
いる。
　発掘調査の実施主体について岩手県及び一戸町教
育委員会と調整した結果、一戸町と随意契約するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



661
宮城県知事
（仙台市青葉区本町3-8-1）

平成１７年度石巻地区に係る低コ
スト事業推進調査委託　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年5月9日 1,200,000

　当該調査は、実用化の目処のついた低コスト技術
の効果の把握・検証で、宮城県で実施中の畜産担い
手育成総合総合整備事業（再編整備型）石巻地区を
対象として低コストの検証を実施するものである。
　調査の遂行に当たっては、調査対象地区の事業内
容に精通し事業の進捗に合わせた調査手法を検討す
る必要があるが、宮城県はこれら当該事業及び当該
調査の内容に精通している唯一の機関であり競争を
許さないため、この者と随意契約を結ぶものであ
る。
　なお、本業務を委任するにあたっては、当局担当
者が宮城県に打診を行い、実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

662
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

平成１７年度五所川原地域草地基
盤再編整備基本調査委託　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年6月13日 2,000,000

　当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について
調査・検討を行い、畜産的土地利用の再編及び基盤
の整備を核とする草地基盤再編基本構想を策定し、
地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とす
る。
　調査の遂行に当たっては、調査対象である五所川
原地域の地域畜産概況調査や個別農家の意向調査等
であり、地域の基礎データの収集・整理・検討を
行った上で、青森県の畜産振興方策と整合を図りつ
つ地域の基本構想を作成する必要があるため、青森
県はこれら調査内容に精通している唯一の機関であ
り競争を許さないため、この者と随意契約を結ぶも
のである。
　なお、本業務を委任するにあたっては、当局担当
者が青森県に打診を行い、実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

663
山形県知事
（山形市松波2-8-1）

平成１７年度おいたま中部地域土
地資源活用飼料基盤拡大基本調査
委託　　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年7月22日 2,500,000

　当該調査は、大家畜の畜産物生産を地域振興の核
としている地域の低・未利用土地資源において、基
本構想及び整備手法等の検討を行うことにより、そ
の地域をモデルとして飼料基盤の拡大と大家畜等の
低コスト生産を推進し、もって農山村の活性化に資
することを目的とする。
　調査の遂行に当たっては、調査対象であるおいた
ま中部地域の低・未利用土地利用賦存地区調査や整
備構想策定等調査であり、基礎データの収集・整
理・検討を行った上で、山形県の畜産振興方策と整
合を図りつつ地域の整備構想を作成する必要がある
ため、山形県はこれら調査内容に精通している唯一
の機関であり競争を許さないため、この者と随意契
約を結ぶものである。
　なお、本業務を委任するにあたっては、当局担当
者が山形県に打診を行い、実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

664
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

平成１７年度二戸地域草地基盤再
編整備基本調査委託　一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年7月13日 2,000,000

　当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について
調査・検討を行い、畜産的土地利用の再編及び基盤
の整備を核とする草地基盤再編基本構想を策定し、
地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とす
る。
　調査の遂行に当たっては、調査対象である二戸地
域の地域畜産概況調査や個別農家の意向調査等であ
り、地域の基礎データの収集・整理・検討を行った
上で、岩手県の畜産振興方策と整合を図りつつ地域
の基本構想を作成する必要があるため、岩手県はこ
れら調査内容に精通している唯一の機関であり競争
を許さないため、この者と随意契約を結ぶものであ
る。
　なお、本業務を委任するにあたっては、当局担当
者が岩手県に打診を行い、実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



665
青森県知事
（青森市長島１-１-１）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年12月2日 1,073,000

　本事業は、青森県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。
　したがって、本事業を効率的に実施するには、各
団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指導力を
有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に判断で
きる者に委託することが必要である。
　この点において、青森県知事は、農業協同組合
法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に
おいて、各団体の組織設立の認可や各団体が実施す
る業務等の監督、指導等を行う立場にあり、各団体
の業務体系を熟知するとともに、団体に対する指導
力を十分に有している唯一の者である。
  また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（青森県知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、青森県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

666
（有）仙北建設
（大仙市堀見内字南谷地村79-2）

秋田農政事務所地域第四課
借上駐車場契約

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局秋田農政事務所長
池澤　榮次郎
（秋田市山王７－１－５）

平成17年4月1日 2,088,000

来客用駐車場という性質上利便性を考慮しなければ
ならず、庁舎近隣では契約相手方が唯一であるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

667
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事通信ニュース提供業務一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 2,016,000

地方公共団体に係る施策等の最新情報を早期に入手
するもので、これを提供しているものは、同社が
行っている時事通信行政情報モニターのみであるた
め
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

668
矢吹原土地改良区
（福島県西白河郡矢吹町曙町
377）

隈戸川（一期）農業水利事業
事業区域営農状況調査その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局隈戸川農業水利事業所
長
白木　哲二
（福島県西白河郡矢吹町八幡町４
０９－１）

平成17年7月1日 4,746,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

669
安藤建設（株）東北支店
（仙台市青葉区木町通1-6-34）

高清水幹線用水路第一工区（その
２）原形復旧工事
青森県上北郡東北町大字大浦地内
他
H17.4.11～H17.6.9

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月8日 4,410,000

　前工事の工事用地等を原形に復する工事であり、
作付け開始前までに早急に実施する必要がある。ま
た、前工事と後工事の施工者が異なる場合、かし担
保責任の範囲が不明確となるなどの問題が生じる。
このため、前工事の施工業者以外の者に施工させる
ことが不利と認められることから、前工事と同一業
者である当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

670
前田建設工業（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町4-11）

砂土路川頭首工原形復旧工事
青森県十和田市大字大沢田地内
h17.4.11～H17.5.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月8日 5,250,000

　前工事の工事用地等を原形に復する工事であり、
作付け開始前までに早急に実施する必要がある。ま
た、前工事と後工事の施工者が異なる場合、かし担
保責任の範囲が不明確となるなどの問題が生じる。
このため、前工事の施工業者以外の者に施工させる
ことが不利と認められることから、前工事と同一業
者である当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

671
東北建設コンサルタント（株）
（弘前市大字城東5-7-5）

砂土路川ポンプ場建設工事監理
（その２）業務
青森県十和田市大字大沢田字小下
内地内
H17.4.11～H18.3.22

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月8日 6,720,000

　本業務は２ヶ年の国債工事である建築工事の監理
業務を行うものであり、建築士の資格が必要であ
る。また、施工管理の一貫性を確保する為に前年度
の監理業務上の経験・知識を特に必要とするため、
昨年度の業務実施者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



672
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町2-6-19）

六戸調整池建設工事他現場技術業
務委託
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字
坪毛沢地内ほか
H17.4.4～H17.9.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月4日 17,598,000

　本業務は、主として対象工事等の実施に必要な積
算業務の補助、工事施工に必要な資料作成を行うも
のである。
　そのため、積算業務の豊富な経験と農業農村整備
事業に係る積算体系に精通しているとともに、末端
受益農家との調整、整備計画の立案の補助を行う能
力が必要である。
　これらの条件を満たすものは、設計・積算及び監
督に係る支援業務の豊富な実績があり、地元関係者
との調整等の豊富な経験を有している青森県土地改
良事業団体連合会に限られるころから、当該団体と
随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

673
小川原湖漁業協同組合
（青森県上北郡東北町旭北4-31-
662）

砂土路川漁業調査業務委託
青森県十和田市大字大沢田、上北
郡東北町大字大浦地内
H17.4.28～H18.3.23

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月28日 7,444,500

　本業務は、小川原湖漁業及び砂土路川に遡上する
魚類の実態を調査し、砂土路川頭首工建設工事前後
の魚族への影響検討の基礎資料とするものであり、
通年で漁業権区域内において捕獲調査を行う必要が
ある。
　捕獲禁止期間において特別採捕許可を受けて捕獲
ができるのは漁業協同組合員に限られるため、当該
漁業協同組合と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

674
日本技研（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

六戸調整池施工技術検討（その
３）業務
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字
坪毛沢地内
H17.5.16～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年5月13日 17,955,000

　本業務は調整池の堤体盛立品質管理データの検
証、観測計器計測データの検証、試験湛水計画の検
討及び堤体挙動予測を行うと共に施工技術検討委員
会資料を作成するものであり、過年度の業務におけ
る調整池の設計内容等を熟知したうえで検証、評価
等実施する必要がある。
　このため、当該調整池の設計を行っており、か
つ、他地区のダム等の設計及び検証等の豊富な実績
を有する当該業者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

675
稲生川土地改良区
（十和田市稲生町1-36）

用水管理等実態調査業務委託
青森県十和田市他２町地内
H17.5.9～H17.10.14

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年5月9日 2,646,000

　本業務は地区全体の用水管理システムの構築に資
する為に幹線用水路の流量観測を行い、水位流量曲
線を求めるものであり、実態の取水量並びに分水量
を把握のうえ、システムに反映させるものである。
　実態を適正に把握するためには本地区の用水管理
の実務を行っていて、本地区の用水慣行、施設管理
に関する詳細な情報の提供が可能であることが必要
となる。
　本業務を達成するためには、これらの特定情報が
提供可能な者と契約する必要があり、本条件を満た
す者は施設の管理者である当該土地改良区に限られ
るため、この者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

676
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

記録映画製作業務
青森県十和田市他１市５町
H17.6.9～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年6月8日 2,835,000

　本業務は過年度に（株）公共事業通信社と契約し
た記録映画製作業務を引き続き行うものであり、成
果品の取りまとめにはシナリオに基づいた一貫した
制作・編集作業が必要であり、その為には同一業者
に製作を行わせる必要があるため当該業者と随意契
約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

677
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

法量頭首工補足設計その他業務
青森県十和田市大字法量地内
H17.6.6～H17.9.5

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年6月3日 8,400,000

　本業務は法量頭首工の付帯施設について、調査と
測量結果に基づき補足設計を行うものである。
　業務の実施に当たっては、当該頭首工の設計内容
と整合を図る必要があるため、設計業務を実施し当
該頭首工の設計内容を熟知している㈱ジルコにより
一体的な検討が必要であり、この者と随意契約する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

678

サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23シャン
ポール青葉201）

豊ヶ岡支線用水路その他測量設計
業務
青森県十和田市大字豊ヶ岡字豊ヶ
岡地内ほか
H17.6.16～H18.3.13

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年6月15日 25,620,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



679
（株）三祐コンサルタンツ
（仙台市青葉区一番町三丁目3-
6）

長根支線用水路その他測量設計業
務
青森県十和田市大字大沢田字牛鍵
地内ほか
H17.6.17～H18.3.13

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年6月16日 14,595,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

680
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町2-6-19）

十和田５号支線用水路工事他現場
技術業務委託
青森県十和田市大字深持字長根尻
地内ほか
H17.10.3～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年10月3日 17,356,500

　本業務は、主として対象工事等の実施に必要な立
会、測定、積算業務の補助、工事施工に必要な資料
作成を行うものである。
　そのため、積算業務の豊富な経験と農業農村整備
事業に係る積算体系に精通しているとともに、工事
監督補助としての経験を有していることが必要であ
る。
　これらの条件を満たすものは、設計・積算及び監
督に係る支援業務の豊富な実績があり、地元関係者
との調整等の豊富な経験を有している青森県土地改
良事業団体連合会に限られるころから、当該団体と
随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

681
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

有信山支線水路実施設計業務
青森県十和田市大字大沢田字有信
山地内ほか
H17.8.12～H17.11.29

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年10月14日 25,725,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

682
日化エンジニアリング（株）東北
事務所
（仙台市宮城野区榴岡4-13-1）

二川目放水路補足設計業務
青森県上北郡百石町二川目地内
H17.11.17～H18.1.11

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年11月16日 2,520,000

　本業務は二川目放水路の改修整備について、百石
町との協議により補足設計を行うものである。
　業務の実施に当たっては、当該放水路の設計内容
と整合を図る必要があるため、設計業務を実施し当
該放水路の設計内容を熟知している日化エンジニア
リング㈱により一体的な検討が必要であり、この者
と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

683
稲生川土地改良区
（十和田市稲生町1-36）

事業完了資料整理業務委託
青森県十和田市ほか１市５町
H17.12.2～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年12月2日 9,901,500

　本業務は事業誌等を作成する為、施設の維持管理
状況、営農等の効果発現状況を把握するものであ
る。
　本業務を実施するためには、事業区域の受益者、
関係土地改良区、各市町と密接な組織であるととも
に、農業水利施設を管理委託され、日常行っている
施設の維持管理の運営状況及び営農等の効果発現状
況を詳細に把握している必要がある。
　これらの特定情報が提供可能な者は当該土地改良
区に限られるため、この者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

684
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

高清水幹線用水路工事に伴う埋蔵
文化財包蔵地発掘調査（東道ノ上
（３）遺跡）資料整理業務委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月1日 34,290,000

　埋蔵文化財の保護に関する事務は、「地方自治
法」(第三節委員会及び委員第二款教育委員会第百
八十条の八教育委員会は、別に法律の定めるところ
により、学校その他の教育機関を管理し、学校の組
織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び
教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社
会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管
理し及びこれを執行する。)、「文化財保護法」(第
六章埋蔵文化財第第九十九条地方公共団体は、文化
庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するも
のを除き、埋蔵文化財について調査する必要がある
と認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められ
る土地の発掘を施行することができる。)並びに
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(第
三章教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
(教育委員会の職権限)第二十三条十四文化財の保護
に関すること。)により地方公共団体教育委員会の
所管とされており、当該部局が開発業者から発掘調
査を受託し実施している。
当該埋蔵文化財の発掘調査の実施主体については、
青森県及び上北町教育委員会との調整の結果青森県
が実施することとし、平成16年度において発掘調査
を行ったものである。
本業務は、平成16年度に青森県が実施主体として
行った埋蔵文化財発掘調査に継続して遺物の資料整
理を行うものであり、この者と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り



685 職員宿舎賃貸借　一式

契約担当官
東北農政局盛岡統計・情報セン
ター長
福島　正文
（盛岡市内丸7番25号）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

686
（株）木津屋本店
（盛岡市南大通二丁目3番20号）

電子複写機１式の保守

契約担当官
東北農政局盛岡統計・情報セン
ター長
福島　正文
（盛岡市内丸7番25号）

平成17年4月1日 1,101,170

同社製品のメンテナンス契約であり、周辺には同社
の代理店は1社しかないことから、他社がアフター
メンテナンスを行うのは不可能であり競争を許さな
いため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

687
（株）木津屋本店
（盛岡市南大通二丁目3番20号）

電子複写機９式の保守

契約担当官
東北農政局盛岡統計・情報セン
ター長
福島　正文
（盛岡市内丸7番25号）

平成17年4月1日 1,612,831

同社製品のメンテナンス契約であり、周辺には同社
の代理店は1社しかないことから、他社がアフター
メンテナンスを行うのは不可能であり競争を許さな
いため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

688
（株）木津屋本店
（盛岡市南大通二丁目3番20号）

電子複写機3台保守　一式

契約担当官
東北農政局岩手農政事務所長
飯村　和良
（盛岡市愛宕町１３番３３号）

平成17年4月1日 1,210,558

同社製品のメンテナンス契約であり、周辺には同社
の代理店は1社しかないことから、他社がアフター
メンテナンスを行うのは不可能であり競争を許さな
いため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

689
（株）エービッツ
（青森市大字石江字江渡6-5）

農業経営統計調査月次電算処理業
務
平成１７年４月分から１８年３月
分

契約担当官
東北農政局青森統計・情報セン
ター長
杉村　祐一
（青森市新町２丁目４－２５）

平成17年4月1日 1,015,200

本業務は指定統計業務となっており、部外秘に属す
るデータを取り扱うことから信用性があり、誠実に
業務を遂行すると認められる業者であることが選定
の条件となる。また、左記の業者はこれまでの実績
から本業務に対するノウハウを有しているため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
152円

690

扶桑電通（株）東北支店
（仙台市青葉区本町二丁目5番1
号）
日本電子計算機（株）営業本部
（東京都千代田区丸の内三丁目4
番1号）

東北農政局管内農業農村整備情報
ネットワークシステムサーバ等１
式賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局土地改良技術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町三丁目１４
番１号）

平成17年4月1日 867,888

　過年度にリース契約した物件の年度更新契約であ
り、同一業者から長期間にわたってリースすること
により毎月少額の支出で調達が可能であり競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

691
（株）ヤマイチテクノ
（大阪市西区靭本町二丁目4番8
号）

ＣＳ－ＧＶ(Ver6.0)４４式購入

分任支出負担行為担当官
東北農政局土地改良技術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町三丁目１４
番１号）

平成17年6月3日 1,617,000

　このソフトは（株）ヤマイチテクノの開発製品で
あり、他社での製品の取扱いがなく、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

692
荏原冷熱システム（株）東北営業
所
（仙台市若林区卸町東4-4-30）

東北農政局宮城野庁舎冷温水発生
機改修工事

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局食糧部長
惣山安正
（仙台市宮城野区新田2-22-1）

平成18年2月24日 4,473,000

冷温水発生機「１６ＪＫ８０８－２８（荏原製作所
製）」は受注生産品であり、その修理、メンテナン
ス、部品の製造等に関してのノウハウは、製造メー
カーである荏原冷熱システムのみが有するものであ
ることから競争が存在しない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

693
矢吹原土地改良区
（福島県西白河郡矢吹町曙町
377）

平成１７年度羽鳥ダム管理事業補
助業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日 4,473,000

　本業務は羽鳥ダムの管理補助として、毎日の宿直
業務、閉庁日の日直業務を行うものである。
　実施内容は管理所及びその周辺施設から集中制御
装置の管理まで多岐にわたっており、現場条件及び
観測機器操作を熟知していない者に委託した場合、
誤操作等による重大事故発生が懸念されるため、各
現場施設及び機器操作に精通している矢吹原土地改
良区に委託契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

694
富士通（株）東北営業本部
（仙台市青葉区一番町2-3-22）

平成１７年度羽鳥ダム管理事業羽
鳥ダム管理用制御装置保守整備工
事

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日 3,990,000

管理用制御装置は、ダムの重要な施設であり、故障
等の発生時においては緊急の修理等の対応が不可欠
である。しかしながら羽鳥ダム管理用制御装置は羽
鳥ダム管理のために独自に開発されたシステムであ
るとともに、昭和５３年に造成された古い施設であ
り同形式の部品の入手が困難となっている状況であ
るため、開発業者でなければメンテナンス及び故障
に対する迅速な対応が困難であることから、当該業
者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



695 平成１７年度庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

696
平成１７年度職員宿舎敷地賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

697
平成１７年度職員宿舎６戸賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

698
平成１７年度職員宿舎６戸賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

699
平成１７年度職員宿舎２戸賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

700
平成１７年度職員宿舎２戸賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

701
福島県知事
（福島市杉妻町2-16）

平成１７年度農業用水資源環境基
礎調査採水及び水質分析調査委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年5月30日 1,700,000

　本業務の実施に当たっては、採水について、調査
日当日が採水可能か判断する必要があり、現地との
連絡体制が整っていること。水質分析について、分
析項目に極めて不安定な物質の分析があるため、採
水後早急に分析機関へ納入する必要がある。
　福島県の研究機関である農業試験場は、本調査の
全ての調査項目を分析できる福島県唯一の機関であ
ることから、この者と随意契約するものである。
　なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局
担当者が福島県に打診を行い実施可能の旨、回答を
受けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

702
特定非営利活動法人あぐりねっと
21
（仙台市青葉区上杉3-3-9）

平成１７年度地域整備方向検討調
査「亘理二期地区」環境配慮基礎
調査委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年6月22日 1,837,500

　今後のより良い農業基盤の整備方向を検討するた
め、地域経済、環境、地域住民の生活面等に配慮す
べき事項について農業関係者、漁業関係者、地域住
民団体関係者及び学識経験者で構成する地域懇談会
を実施し、あわせて施設周辺の生息する生き物を調
査し、生態系に配慮した工法検討を行う。
　各種分野（農業土木・地域計画・生態学・イベン
ト企画等）における学識者及び経験者が集結した２
００名余りの多様な会員を擁する団体で、地区内を
対象に水路や環境に関する意識調査の実績を有して
おり、地域の状況に精通している。また、すでにNN
事業関連として「まちづくり」の推進活動や地域住
民との交流実績があり、豊富な情報量は最も円滑に
本調査を実行できるものと判断されるため当該法人
と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

703
（株）サトー技建
（仙台市若林区河原町1-6-1）

平成１７年度亘理二期地区施設整
備構想策定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年8月9日 7,297,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



704
太陽コンサルタンツ（株）東北支
社
（仙台市泉区泉中央4-15-7）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業母畑地区幹線用水
路施設機能診断解析業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年8月9日 8,925,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

705
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

平成１７年度名取川地区整備構想
検討業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年8月23日 8,400,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

706
国立大学法人弘前大学
（弘前市文京町3）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業母畑地区幹線用水
路ＰＣ管カバーコート劣化促進試
験委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年9月8日 1,995,000

　本委託は、国営総合農地開発事業「母畑」地区で
造成された基幹用水路において、地下水の水質によ
る外的要因によるＰＣ管カバーコートの浸食破損事
故が発生しており、現地調査分析では浸食性遊離炭
酸による破損が原因と想定されるが、その濃度によ
る浸食作用がどの程度影響するのか不明なため未だ
原因を特定するには至っていない。
　このような状況により、室内での実証実験が必要
ではあるが、本試験に対しての試験実績が無くか
つ、試験の信憑性を確保するためには公的・第三者
機関に実施させる必要がある。本実証試験の類似試
験知識がある弘前大学万木教授に試験依頼すること
により、本試験結果の確実性・信憑性及び公的・第
三者機関としての考察が可能であるため、国立大学
法人弘前大学に試験委託を依頼するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

707
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査請戸川地区管水路調査方法
検討資料作成業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年9月29日 1,470,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

708
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉2-2-8）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査施設基本情報
項目データベース（宮城）業務委
託

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成18年2月17日 1,210,000

　本業務内容は、宮城県内の阿武隈川流域の国営土
地改良事業各完了地区内造成施設の「維持管理情
報・補修等履歴情報」等の収集を行い、データベー
スを構築し、これら施設の予防保全対策の基礎資料
を作成するものであり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の
３ヶ年で完了するものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している宮城県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、宮城県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



709
福島県土地改良事業団体連合会
（福島市南中央3-36）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査施設基本情報
項目データベース（福島）業務委
託

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成18年2月17日 3,290,000

　本業務内容は、福島県内の国営土地改良事業各完
了地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、データベースを構築し、これ
ら施設の予防保全対策の基礎資料を作成するもので
あり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年で完了する
ものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している福島県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、福島県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

710
富士通（株） 東北営業本部
（仙台市青葉区一番町2-3-22）

平成１７年度羽鳥ダム管理事業羽
鳥ダム管理用制御装置保守整備
（その２）工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成18年3月6日 3,675,000

管理用制御装置は、ダムの重要な施設であり、故障
等の発生時においては緊急の修理等の対応が不可欠
である。しかしながら羽鳥ダム管理用制御装置は羽
鳥ダム管理のために独自に開発されたシステムであ
るとともに、昭和５３年に造成された古い施設であ
り同形式の部品の入手が困難となっている状況であ
るため、開発業者でなければメンテナンス及び故障
に対する迅速な対応が困難であるため、当該業者と
随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

711
東北発電工業（株）秋田支社
（秋田市飯島字古道下川端217-
6）

防潮水門ゲート操作管理（その
５）業務
秋田県男鹿市船越及び潟上市天王
地先
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 10,500,000

　この業務の実施に当たっては、長年に亘り防潮水
門の運転業務を行っており現場に熟知精通し、大規
模な電気設備機器である本施設については、電気的
にも機械的にも十分な知識を必要とするもので、当
社はこれを兼ね備えている。
　このため他社において管理させることが不利と認
められることから、当該業者と随意契約するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

712
（株）自然科学調査事務所
（大仙市戸蒔字谷地添102-1）

馬場目川漁業等調査（その３）業
務
秋田県男鹿市船越及び南秋田郡五
城目町ほか
平成１７年４月１日～平成１７年
１２月２０日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 10,500,000

　本業務は八郎潟調整池で行うことから、調査範囲
が広く魚種も多数生息していることから、調査方法
及び魚種の特定に関する十分な知識を必要とし、か
つ機動的に調査を行う必要がある。
　これらの条件を満足するのは、長年に亘り馬場目
川での漁業調査の実績があり現場条件を熟知してい
る㈱自然科学調査事務所に限られる。また、長年の
実績により、過去のデータの活用が図られる利点が
あることから、当該業者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

713

事業所庁舎賃貸借契約
秋田市土崎港相染町字中谷地１７
７－２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

714

事業所駐車場賃貸借契約
秋田市土崎港相染町字中谷地１７
７－２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

715
（財）大潟村観光物産振興公社
（秋田県南秋田郡大潟村字西5-
16）

大潟支所庁舎賃貸借契約
秋田県南秋田郡大潟村字東１－１
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 1,800,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



716

宿舎賃貸借契約
秋田市外旭川字野村４－１
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
２戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

717
帝石不動産（株）新潟営業所
（新潟市東大通1-3-1）

宿舎賃貸借契約
秋田市将軍野南１丁目
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
４戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 3,468,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

718

宿舎賃貸借契約
秋田市飯島道東１－１２－１２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
３戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

719

宿舎賃貸借契約
秋田市飯島道東２－４－８
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
２戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

720

宿舎賃貸借契約
秋田市飯島新町３－１２－６
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
２戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

721
朝日綜合（株）
（横手市神明町1-1）

宿舎賃貸借契約
秋田市港北新町７－３５
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
２戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 1,440,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

722

宿舎賃貸借契約
秋田市港北新町３－１８
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
１戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

723

宿舎賃貸借契約
秋田市将軍野東１－４－２２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
１戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

724

宿舎賃貸借契約
秋田市土崎港相染町沼端１１７
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
１戸

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

725
（株）ビジネス秋田
（秋田市仁井田二ツ屋1-11-41）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約
秋田市土崎港相染町字中谷地１７
７－２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
９式

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 869,400

本件は１６年度に契約したパーソナルコンピュータ
のリース契約の更新（２年目）であり、同一業者か
ら長期間にわたってリースすることにより毎月少額
の支出で調達が可能なため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

726
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

男鹿東部地区記録映像製作業務
秋田県男鹿市外１市５町１村地内
平成１７年５月２７日～平成１８
年３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年5月26日 3,990,000

平成１２年度にプロポーザル方式により決定し、平
成１３年度から同社と随意契約し実施されているも
のであり、成果品の取りまとめにはシナリオに基づ
いた一貫した制作・編集が必要であり競争を許さな
いことから、当該業者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



727
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

男鹿東部地区事業計画検討資料作
成
秋田県南秋田郡大潟村地内他
平成１７年１１月１８日～平成１
８年３月３０日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年11月17日 11,340,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

728
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

男鹿東部地区事業誌作成業務（基
本構想編）
秋田県南秋田郡大潟村地内他
平成１７年１２月２８日～平成１
８年３月３０日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年12月27日 11,970,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

729
（社）秋田県畜産会館
（秋田市中通6-7-9）

庁舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 9,860,064
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

730
（社）秋田県畜産会館
（秋田市中通6-7-9）

事務所駐車場賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 3,074,400
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

731
最上川中流土地改良区
（山形市飯沢62-2）

最上川支所庁舎建物及び駐車場敷
地賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 4,440,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

732
最上川中流土地改良区
（山形市飯沢62-2）

最上川中流支所庁舎建物賃貸借　
一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 1,998,516
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

733 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

734 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

735 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

736 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

737 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

738 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



739 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

740 職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

741
太陽建設（株）
（寒河江市大字寒河江字古河江3-
1）

職員宿舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年4月1日 1,164,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

742
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄1-7-48）

平成17年度最上川中流国営造成土
地改良施設整備事業　現場技術業
務委託　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月1日 10,447,500

　本業務は、都市化が著しく進展した地域の老朽化
した幹線用水路等の改修工事の発注のために、当該
地域の用排水系統・道路事情について現地踏査等に
より十分な情報収集を行い地元関係機関との協議・
調整を行った上で、設計・積算・仕様作成等業務の
補助を行うものである。
　そのため、地域の用排水系統・道路事情とその使
用実態等に精通し、地元関係機関等との円滑な協
議・調整が可能で、また、農業農村整備事業の設
計・積算関係業務に精通していることが必要があ
る。
　これらの条件を全て満たす者は、設計・積算及び
監督業務に係る支援業務の豊富な実績があり、地元
関係者との調整等の豊富な経験を有している山形県
土地改良事業団体連合会職員に限られることから、
同団体と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

743
赤川土地改良区連合
（鶴岡市馬場町5-30）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査（赤川二期地区）委託　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月4日 4,400,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

744
日本工営（株）仙台支店
（仙台市青葉区国分町3-1-11）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査及び環境配慮技術工法確立実
証調査赤川二期地区環境配慮（そ
の２）その他業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月14日 11,025,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

745
太陽コンサルタンツ（株）東北支
社
（仙台市泉区泉中央4-15-7）

最上川中流国営造成土地改良施設
整備事業センサー設備その他技術
検討業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月14日 18,060,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



746
秋田県土地改良事業団体連合会
（秋田市高揚幸町3-37）

平成17年度農業水利ストック有効
活用緊急整備調査委託　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月20日 2,614,500

　本業務内容は、秋田県内の国営土地改良事業各完
了地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、データベースを構築し、これ
ら施設の予防保全対策の基礎資料を作成するもので
あり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年で完了する
ものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している秋田県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、秋田県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

747
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄1-7-48）

平成17年度農業水利ストック有効
活用緊急整備調査委託　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年7月20日 3,517,500

　本業務内容は、山形県内の国営土地改良事業各完
了地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、データベースを構築し、これ
ら施設の予防保全対策の基礎資料を作成するもので
あり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年で完了する
ものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している山形県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、山形県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

748
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23）

平成17年度国営造成水利施設保全
対策指導事業予防保全基本計画策
定（その５）業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年8月19日 17,535,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

749
米沢平野土地改良区
（米沢市金池5-9-5）

平成17年度全体実施設計米沢平野
二期地区土地所有状況等調査委託　
一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年9月2日 4,100,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

750
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄1-7-48）

平成17年度全体実施設計米沢平野
二期地区3条資格者把握調査委託　
一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年9月2日 1,500,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

751
若鈴コンサルタンツ（株）東北支
店
（仙台市青葉区大町2-5-8）

平成17年度全体実施設計米沢平野
二期地区西部幹線用水路実施設計
（その１）業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年10月6日 9,030,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



752
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄1-7-48）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査赤川二期地区受益地等調査委
託　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年10月11日 3,000,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

753
大江設計（株）
（米沢市塩井町塩野674-2）

平成17年度全体実施設計米沢平野
二期地区用水計画補足検討その他
業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年11月18日 9,870,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

754
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査赤川二期地区施設整備計画策
定（その２）その他業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年11月18日 21,000,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

755
（株）新東洋技術コンサルタント
（仙台市宮城野区大梶10-19）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査赤川二期地区用水計画策定
（その２）業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年12月1日 8,662,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

756
（株）三祐コンサルタンツ
（仙台市青葉区一番町三丁目3-
6）

平成17年度国営造成水利施設保全
対策指導事業予防保全基本計画策
定（その６）業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成17年12月16日 6,877,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

757
（株）三祐コンサルタンツ
（仙台市青葉区一番町三丁目3-
6）

平成17年度米沢平野二期地区全体
実施設計書作成業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成18年1月17日 5,250,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

758
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23）

平成17年度広域農業基盤整備管理
調査（旭川地区）及び地域整備方
向検討調査（田沢二期地区）用水
計画その他業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成18年1月26日 5,460,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

759
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

最上川中流国営造成土地改良施設
整備事業大曽根揚水機場等機能診
断・対策検討その他業務　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所長
原田　義春
（秋田市中通６－７－９）

平成18年2月24日 18,690,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

760
（株）伊藤鉱業
（つがる市木造若竹13）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
左岸幹線用水路第二工区（その
１）原形復旧工事
青森県中津軽郡岩木町大字竜の口
地内
H17.4.12～H17.6.14

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月11日 9,765,000

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

761
小田急建設（株）東北支店
（仙台市青葉区上杉二丁目3-7）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
東俣１号幹線用水路（その３）原
形復旧工事
青森県つがる市木造出野里地内
H17.4.13～H17.6.14

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月12日 9,376,500

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



762
（株）地崎工業東北支店
（仙台市青葉区国分町三丁目6-
1）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
東俣導水幹線用水路（その６）原
形復旧工事
青森県北津軽郡鶴田町大字廻堰地
内他
H17.4.13～H17.6.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月12日 9,817,500

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

763
矢作建設工業（株）東北支店
（仙台市青葉区宮町二丁目1-76）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
東俣導水幹線用水路（その７）原
形復旧工事
青森県つがる市柏桑野木田地内他
H17.4.13～H17.6.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月12日 7,980,000

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

764
村上・南経常建設（共企）代表者
（株）村上組
（弘前市大字藤代一丁目2-1）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
土淵堰用水路第一工区（その１）
原形復旧工事
青森県弘前市大字船水地内
H17.4.13～H17.6.14

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月12日 2,835,000

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

765
（株）白石東北支店
（仙台市青葉区本町一丁目3-8）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
東俣１号幹線用水路（その２）原
形復旧工事
青森県つがる市木造出野里地内
H17.4.14～H17.6.14

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月13日 8,872,500

　本工事(後工事)は、仮設道路撤去や借地した農用
地の原形復旧などを行うもので、作付け開始前まで
に早急に実施する必要がある。また、前工事と後工
事の施工者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不
明確となるなどの問題が生じる。このため、前工事
の施工業者以外の者に施工させることが不利と認め
られることから、前工事と同一業者である当該業者
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

766
（株）八洲建築設計事務所
（青森市松原三丁目14-13）

岩木川左岸（一期）農業水利事業
平野揚排水機場建設工事監理業務
青森県つがる市木造菰槌地内
H17.4.13～H17.8.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月12日 2,625,000

本業務は、平野揚排水機場の上屋建築工事に係る監
理を行うもので、建築士の資格が必要である。当該
契約者は前年度に当該機場の積算参考資料作成業務
を行い、設計内容及び使用する資材等において積算
と現場条件に精通しており、他社に比し有利である
と認められるため、この者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

767
若鈴コンサルタンツ（株）東北支
店
（仙台市青葉区大町二丁目5-8）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
岩木川統合頭首工実施設計（その
１）その他業務
青森県中津軽郡岩木町大字如来瀬
字玉川地内他
H17.8.9～H18.2.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年8月8日 23,100,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

768
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23）

岩木川左岸（一期）農業水利事業
古田川排水路調査測量設計業務
青森県つがる市木造林地内
H17.9.14～H18.3.2

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年9月13日 13,545,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

769
太陽コンサルタンツ（株）東北支
社
（仙台市泉区泉中央四丁目15-7）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
土淵堰用水路実施設計（その３）
その他業務
青森県弘前市大字種市地内他
H17.12.15～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年12月14日 16,327,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



770
西津軽土地改良区
（つがる市木造若宮1）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
地区内魚類及び植生調査業務委託
五所川原市、つがる市、北津軽郡
鶴田町
H17.4.22～H17.11.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月22日 1,387,050

本業務は、用排水路の魚類調査と藻の異常発生につ
いて調査を行うものである。
調査は、用水の通水状況に合わせた魚類等調査とと
もに、魚類等の生息環境としての水路の水位、流量
その他の流況のデータも併せて整理することが必要
であるが、これには、施設管理者として西津軽改良
区が把握している用排水管理情報や、水路の水位、
流況等の点検・管理結果等を活用することが不可欠
である。
また、調査時には、調査地点によっては、水路脇に
おける個人の土地に立ち入る必要があり、支障なく
迅速に業務を行うためには、水路付近の住民との信
頼関係を構築していることが求められる。
以上の条件を満足するのは、施設の管理者である西
津軽土地改良区に限られることから、この者と随意
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

771
岩木川漁業協同組合
（弘前市大字小沢字山崎148-3）

岩木川左岸（二期）農業水利事業
岩木川統合頭首工魚類調査業務委
託
中津軽郡岩木町大字如来瀬地内
H17.4.22～H17.11.25

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月22日 1,563,450

本業務は、岩木川統合頭首工建設工事前後の河川生
態系への影響検討として、頭首工付近に生息する魚
類の調査、把握を行うものである。
調査範囲である河川横断構造物（頭首工）周辺は河
川禁漁区に設定されており、この河川禁漁区におい
て特別採補許可を受けて捕獲ができるのは岩木川漁
業協同組合に限られ、他の者では対応できないこと
から、この者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

772
国立大学法人弘前大学
（弘前市文京町3）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
地区内生態系調査業務委託
弘前市、五所川原市、つがる市、
中津軽郡岩木町、北津軽郡鶴田町
H17.4.22～H18.3.16

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月22日 1,554,000

本業務は、岩木川統合頭首工及び岩木川左岸地区内
の用排水路の魚類の同定調査を目的とするものであ
る。本業務実施にあたっては、一般的な専門知識で
はなく、特に県内当該地域の生態系に係る分布状
況、推移状況及び個別種に係る高度な専門知識が求
められるが、これには国立大学法人弘前大学が学問
研究を通じ蓄積している津軽地域における生態系専
門知識を活用することが必要で、他の者では対応で
きないことから、この者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

773
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町二丁目6-19）

岩木川左岸（一期）農業水利事業
岩木川左岸地区事業推進業務委託
青森県つがる市他２市２町
H17.6.15～H18.3.29

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年6月15日 9,943,500

　本業務は、約１万ｈａと広範囲にわたる岩木川左
岸農業水利事業を県営、団体営事業等関連事業との
調整に留意しつつ、適正かつ迅速に執行するため、
県・市町村・土地改良区の農業農村整備事業関連情
報を工事計画に反映しつつ、工事の実施に必要な資
料等の作成を行うものである。
　このためには、農業農村整備事業制度及び県、県
下全市町村の実情や県内の全土地改良区の管理実態
に関する情報を有していることが必要である。ま
た、これらの情報を基に関係市町村や土地改良区と
連携しながら工事計画、設計、積算業務にも助言で
きる能力を有していることが必要である。
　これらの業務実施の条件を満たす者は青森県土地
改良事業団体連合会に限られることから、この者と
随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

774
富士通リース（株）
（東京都新宿区西新宿二丁目7-
1）

パーソナルコンピュータ１４式賃
貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日 829,080

平成１５年度にリース契約した物件の年度更新契約
であり、同一業者から長期間にわたってリースする
ことにより毎月少額の支出での調達が可能であり競
争に付することが不利であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

775

富士通サポートアンドサービス
（株）東北支社
（仙台市青葉区一番町三丁目3-
5）

東北農政局管内農業農村整備情報
ネットワークシステムサーバ等１
式増設

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年3月10日 2,138,955

既設のサーバ等が同社製品であり、増設のほかデー
タ移行に係る一切の作業を行うことから他社が行う
のは不可能であり競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

776 庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



777
長瀬堰土地改良区
（青森県中津軽郡岩木町大字熊嶋
字亀田169-6）

庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日 3,468,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

778
小田川土地改良区
（五所川原市金木町芦野210-3）

庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日 6,386,400
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

779 宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

780
（株）伊藤鉱業
（つがる市木造若竹13）

宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日 6,000,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

781 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

782 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

783 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

784 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

785

鹿島建設（株）・（株）熊谷組男
鹿東部（二期）農地防災事業防潮
水門建設工事特定建設共同企業体
（仙台市青葉区二日町1-27）

防潮水門第二期建設工事

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月22日 1,181,250,000

防潮水門第一期建設工事と一体不可分な構造物であ
り一貫した施工・行程管理が必要であり現場条件に
精通し、工事の行程と安全性の確保、工期の短縮及
び工事費の節減を図ることが可能。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

786
迫川上流土地改良区連合
（栗原市若柳字川南戸ノ西4）

平成１７年度迫川上流（二期）農
業水利事業小田ダム試験湛水巡視
（その２）業務委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（宮城県栗原市築館藤木３－３
０）

平成17年4月1日 7,074,000

本業務は職員が常駐していない小田ダム試験湛水期
間中の夜間（平常時）に職員が行う簡易的な作業
（ダム堤体及び管理棟内の巡視、非常事態発生時の
監視体制が整うまでのサポ－ト等）を行うものであ
る。業務の内容を鑑みて、連合は非営利な団体であ
り民間業者に比べ経済的に有利な価格で契約出来る
見込があることから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

787
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

迫川上流（二期）農業水利事業
記録映画製作（その２４）業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（宮城県栗原市築館藤木３－３
０）

平成17年7月12日 13,335,000

本業務は、工事経過等を記録し技術資料とするとと
もに、受益農家及び一般地域住民の事業に対する認
識を啓発するための記録映像を作成するものであ
る。当初から制作に携わり、事業の経緯内容を熟知
し現場状況に精通していること。また、シナリオに
基づいた一貫した制作・編集が必要であり競争を許
さないことから、当該業者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



788
（財）日本生態系協会
（東京都豊島区西池袋2-30-20）

平成１７年度迫川上流（二期）農
業水利事業迫川流域エコロジカル
ネットワ－ク構想検討（その２）
業務委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（宮城県栗原市築館藤木３－３
０）

平成17年9月29日 9,922,500

本業務は、迫川流域における小田ダムを含めた４つ
のダム群等の地域資源を活かした生態系保全のた
め、ガンカモ類を中心とした水鳥類等の生物及びそ
れら水辺環境の利用可能性を検討し、エコロジカル
ネットワ－ク構想を立案することを目的とする。
このためネットワ－ク構築における生物への影響と
生息環境予測することが必要である。当協会が独自
に開発を進めている定性・定量的に客観的な影響予
測が可能なHEP手法（ハビタット評価手続き）を活
用することにより、影響予測の精度をより高め効果
的なネットワ－ク構想の立案が期待されることか
ら、同協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

789
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

迫川上流（二期）農業水利事業
小田ダム技術誌編集（その２）業
務

分任支出負担行為担当官
東北農政局迫川上流農業水利事業
所長
奥村　太樹雄
（宮城県栗原市築館藤木３－３
０）

平成17年11月28日 9,030,000

本業務は、小田ダム建設工事の技術的資料として技
術誌を作成するものである。Ｈ１６年度の小田ダム
技術誌編集業務による成果に、今年度実施している
試験湛水の結果、土質、環境等の内容を追記し総取
りまとめるもので、内容の連続性や整合性、技術的
資料としての一貫性をを確保する必要があることに
より競争を許さないことから、昨年度業務と同一の
業者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

790
升川建設（株）
（山形県西村山郡河北町谷地甲
1083番地）

長沼堰用水路（その１）原形復旧
工事　1式 
山形県東田川郡立川町大字桑田地
内他
H17.4.18～H17.7.29

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月15日 11,025,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

791
日起建設（株）東北支店
（仙台市青葉区中央二丁目7番15
号）

長沼堰用水路（その２）原形復旧
工事　1式
山形県東田川郡余目町大字返吉地
内他
H17.4.18～H17.7.29

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月15日 6,300,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

792
林建設工業（株）
（酒田市幸町一丁目6番6号）

吉田幹線用水路（その１０）原形
復旧工事　1式
山形県東田川郡余目町大字福原地
内他
H17.4.25～H17.6.17

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月22日 2,782,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

793
（株）平尾工務店
（酒田市東泉町四丁目11番11号）

平田揚揚水機場送水管敷設原形復
旧工事　1式
山形県飽海郡平田町大字楢橋地内
H17.4.19～H17.6.7

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月18日 4,987,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

794
東亜道路工業（株）東北支社
（仙台市青葉区一番町三丁目3番
20号）

余目堰用水路(その１）原形復旧
工事　1式
山形県東田川郡余目町大字古関地
内
H17.4.19～H17.6.30

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月18日 16,537,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



795
（株）冨樫工務店
（鶴岡市大字茅原字草見鶴50番
地）

余目堰用水路(その２）原形復旧
工事　1式
山形県東田川郡余目町大字古関及
び大字南野地内
H17.4.21～H17.5.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月20日 3,150,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

796
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄一丁目7番48号）

右岸幹線トンネル改修工事他現場
技術業務委託
山形県飽海郡松山町成興野地内及
び東田川郡庄内町狩川地内、南野
地内
H17.7.25～H18.3.29

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年7月25日 12,346,950

　本業務は、対象工事等の実施に必要な積算業務の
補助、工事施工に必要な資料作成、現場立会を行う
ものである。
そのため、積算業務の豊富な経験と農業農村整備事
業に係る積算体系に精通しているとともに、工事監
督補助としての経験を有していることが必要であ
る。
これらの条件を満足するのは、設計・積算及び監督
業務に係る支援業務の豊富な実績があり、地元関係
者との調整等の豊富な経験を有している山形県土地
改良団体連合会に限られることから、当該団体と随
意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

797
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平成17年度　記録映像製作業務
山形県酒田市ほか５町
H17.9.14～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年9月13日 7,560,000

本業務は、最上川下流沿岸農業水利事業の事業計画
や工事経過並びに地区内の営農状況を記録し、国営
土地改良事業の技術資料にするとともに、当該事業
に対する一般の認識を高め、今後の円滑なる事業推
進に資するものである。契約相手は、平成１４年度
にプロポーザル方式（技術提案）にて特定した者で
あり、技術提案に沿った撮影・編集・シナリオ構成
が、円滑・適切に実施することができ、一貫した成
果品を制作可能なことから、この者随意契約するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

798
みちのくリース（株）
（青森市橋本一丁目4-10）

電子複合機
（富士ゼロックスDCC500CPDA)
1台賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日 843,564

　年度ごとに競争に付した場合、新品により機種価
格が高くなり、また撤去設置費用を要する等、国に
著しく不利な価格で契約をすることとなる。そのた
め、引き続き同社と賃貸借することにより時価にく
らべて著しく有利な価格で契約することが可能。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

799
弘前市長
（弘前市大字上白銀町1-1）

平成１７年度庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日 3,358,051
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

800
弘前市長
（弘前市大字上白銀町1-1）

平成１７年度職員宿舎土地賃貸借
料

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日 857,416
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

801
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
料

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

802
平成１７年度職員宿舎土地賃貸借
料

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



803
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

平成１７年度平川地区河川協議図
書作成業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年5月19日 3,150,000

　本業務は、水利権更新に必要な用水計画の検討及
び河川協議資料を作成する業務である。本業務を実
施するには、複雑な変更要素があり、過年度業務で
行った知識、データの活用が不可欠である。また、
水利権は平成１８年３月３１日までの期限となって
おり、早急に対応する必要がある。このような要件
を満足するのは、（株）ジルコだけであり契約者と
して最もふさわしい者として競争を許さないことか
ら、この者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

804
若鈴コンサルタンツ（株）東北支
店
（仙台市青葉区大町2丁目5-8）

平成１７年度特定中山間保全基本
整備調査津軽中西地域農林道構想
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年6月8日 5,512,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

805
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

平成１７年度浪岡ダム漏水量検討
業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年6月21日 1,890,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

806
（株）新東洋技術コンサルタント
（仙台市宮城野区大梶10-19）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業国営三本木地区谷
地頭第一揚水機場予防保全基本計
画策定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年7月11日 7,980,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

807
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町二丁目6-19）

平成１７年度土地改良調査計画事
業地域整備方向検討調査

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年7月25日 2,100,000

　本業務は、農用地整備箇所の地籍図の作成と地権
者の把握、現況の近代化施設に係る物流状況図を作
成するものである。本業務の実施には、当調査地域
で計画している農林業道路と接続する県営西海岸広
域農道事業及び県営津軽中部広域農道事業計画変更
の物流計画を熟知している必要がある。このような
要件を満足するのは、前述２地区の計画書作成の実
績を有する青森県土地改良事業団体連合会だけであ
り契約者として最もふさわしい者として競争を許さ
ないことから、当該団体に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

808
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業国営三本木地区大
崎幹線用水路予防保全基本計画策
定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年8月2日 4,725,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

809
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町二丁目6-19）

平成１７年度土地改良調査管理事
業広域基盤整備計画調査

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年8月24日 3,255,000

　本業務は、国及び付帯県営土地改良事業において
造成された基幹水利施設の機能診断の予備調査を行
うもので、施設概要、設計施工資料の収集等の調査
を行うものである。
　業務の実施には、施設管理者である土地改良区か
ら資料提供及び施設状況の聞取りを行うため、本地
域の土地改良施設及び施設の維持管理の実態に精通
し、かつ施設管理者との連絡調整が容易であり、迅
速且つ的確な調査の実施が必要である。
　このような要件を満足するのは、県及び付帯県営
土地改良事業の実施状況、土地改良区の管理実態に
関する情報を有している青森県土地改良事業団体連
合会だけであり、当該団体に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

810
（株）日本水工コンサルタント東
北支店
（仙台市泉区泉中央1-10-2）

平成１７年度 広域基盤整備計画
調査　岩木川地域施設機能基準作
業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年9月13日 4,725,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



811
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町二丁目6-19）

平成１７年度 農業水利ストック
有効活用緊急整備調査

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年12月16日 6,300,000

　本業務内容は、青森県内の国営土地改良事業各完
了地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、データベースを構築し、これ
ら施設の予防保全対策の基礎資料を作成するもので
あり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年で完了する
ものである。本業務では、各完了地区内造成施設の
維持管理を担っている各土地改良区が所有する情報
を３ヶ年という短期間でデータベースの構築まで実
施する必要がある。
これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組織
で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で日
頃から連携し、育成支援事業等の事業主体として、
各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中で、
各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報を有
している青森県土地改良事業団体連合会以外では対
応できないことから、青森県土地改良事業団体連合
会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

812
日本電気（株）東北支社
（仙台市青葉区中央4-6-1）

平成17年度地方農政局行政情報シ
ステム保守業務

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目3番１
号）

平成17年4月1日 6,731,896

日本電気（株）が構築・設置したものであり随時改
修を行ってきた。他社では、現状の機器の把握、部
品の調達、緊急時の対応が困難なため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

813
沖ウィンテック（株）東北支店
（仙台市青葉区国分町3-4-33）

電話交換機回線ユニット増設工事

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目3番１
号）

平成18年3月10日 2,782,500

沖ウィンテックにより導入・設置したものであり、
同社と保守業務も行っている。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

814
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システムの賃貸借

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目3番１
号）

平成17年4月1日 3,922,905

一般競争入札により平成16年4月に沖電気工業
（株）と賃貸借契約を締結し導入したものであり、
今年度も賃貸借契約期間であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

815
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

人事院勧告対応給与プログラムの
購入

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目3番１
号）

平成18年2月17日 2,362,500

沖電気が整備・構築したシステムであり、沖電気以
外の業者が行うことは技術的に不可能なため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

816
胆沢平野土地改良区
（奥州市水沢区字北田140-1）

いさわ南部農地整備事業所庁舎賃
貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 6,924,804
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

817
積和不動産東北（株）北上営業所
（北上市町分4-150-3）

職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 4,980,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

818
（有）英恵
（奥州市水沢区中田町5-40）

職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 1,824,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

819 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

820 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



821
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園1-11-3）

電子複写機保守２式

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 1,923,830

同社製品のメンテナンス契約であり、他社がアフ
ターメンテナンスを行うことは不可能であり競争を
許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

822
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園1-11-3）

電子複写機保守１式

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 2,231,531

同社製品のメンテナンス契約であり、他社がアフ
ターメンテナンスを行うことは不可能であり競争を
許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

823
（財）岩手県文化振興事業団
（盛岡市内丸13-1）

埋蔵文化財包蔵地発掘調査業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 68,536,641

　埋蔵文化財の保護に関する事務は、「地方自治
法」（第三節委員会及び委員第二款教育委員会第百
八十条の八教育委員会は、別に法律の定めるところ
により、学校その他の教育機関を管理し、学校の組
織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び
教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社
会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管
理し及びこれを執行する。）、「文化財保護法」
（第６章埋蔵文化財第99条（地方公共団体による発
掘の施行）地方公共団体は、文化庁長官が前条第１
項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文
化財について調査する必要があると認めるときは、
埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施
行することができる。）並びに「地方教育行政の組
織及び運営に関する法律」（第３章教育委員会及び
地方公共団体の長の職務権限第23条（教育委員会の
職務権限）14．文化財の保護に関すること。）によ
り地方公共団体教育委員会の所管とされており、当
該部局が開発事業者から発掘調査を受託し実施して
いる。
　発掘調査の実施主体について岩手県と調整した結
果、（財）岩手県文化振興事業団と随意契約するも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

824
岩手県土地改良事業団体連合会
（盛岡市本町通り3-18-34）

積算参考資料等作成現場技術業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月4日 12,169,500

　本業務は、対象工事等の実施に必要な積算業務の
補助、工事施工に必要な資料作成、現場立会を行う
ものである。
そのため、積算業務の豊富な経験と農業農村整備事
業に係る積算体系に精通しているとともに、工事監
督補助としての経験を有していることが必要であ
る。
これらの条件を満足するのは、設計・積算及び監督
業務に係る支援業務の豊富な実績があり、地元関係
者との調整等の豊富な経験を有している岩手県土地
改良団体連合会に限られることから、当該団体と随
意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

825
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月12日 9,975,000

平成１２年度にプロポーザル方式により技術提案書
の特定を行い、これに基づき毎年度、同社と随意契
約し、実施しているものであり、成果品の取りまと
めにはシナリオに基づいた一貫した制作・編集が必
要であり競争を許さないことから、当該業者と随意
契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

826
（株）日本水工コンサルタント東
北支店
（仙台市泉区泉中央1-10-2）

西部地域８ブロック区画整理実施
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年9月20日 22,050,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

827
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

西部地域９ブロック区画整理実施
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年9月21日 14,542,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



828
胆沢平野土地改良区
（奥州市水沢区字北田140-1）

工事実施区域確認調査その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年11月7日 3,339,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

829
（株）高作
（秋田県平鹿郡十文字町佐賀会字
新山前11）

平鹿平野（一期）農業水利事業皆
瀬１号幹線用水路第３工区（その
４））原形復旧工事
秋田県平鹿郡十文字町佐賀会地内
自平成１７年４月１１日至平成１
７年５月２７日

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月8日 15,645,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

830
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平鹿平野（一期・二期）農業水利
事業平鹿平野地区記録映像製作業
務

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年5月2日 9,450,000

記録映画の製作業務は、企画・シナリオ作成から、
撮影・編集・録音・仕上げ作業までの諸作業を包括
しており、これらの作業を長期に亘り行い、業務の
成果が得られるものである。このことから、本業務
は平成１６年度にプロポーザル方式により契約者と
契約し、その後継続して業務を進めており、当該業
務内容の性質から競争を許さないものであり、当該
業者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

831
太陽コンサルタンツ（株）東北支
社
（仙台市泉区泉中央4-15-7）

平鹿平野（二期）農業水利事業皆
瀬６号幹線用水路実施設計（その
２）業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年5月23日 33,075,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

832
秋田県雄物川筋土地改良区
（秋田県平鹿郡平鹿町醍醐字浅舞
山13-74）

平成１７年度地区内排水路水位観
測調査

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年5月12日 2,330,000

本業務は、既設の排水路の水位観測を行うものであ
る。調査にあたっては、地区内の水路位置や施設の
位置、構造に精通し、観測時点の用水の取水量状況
についても把握していなければならない。本業務を
遂行できるのは、本施設の管理団体である契約者に
限られ、競争を許さないことから当該団体に委託す
るものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

833
秋田県雄物川筋土地改良区
（秋田県平鹿郡平鹿町醍醐字浅舞
山13-74）

平成１７年度事業計画関係変動状
況取りまとめ調査

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年12月27日 2,010,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

834 事業所庁舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

835
事業所庁舎敷地及び駐車場等用地
賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

836
事業所庁舎敷地及び駐車場等用地
賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



837 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

838 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

839 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

840 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

841 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

842 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

843
（有）エステート・ヒロ
（横手市婦気大堤字田久保下46）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日 884,400
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

844 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

845 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

846 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

847 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



848
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月8日 3,400,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。青森県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは青森県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が青森県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

849
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業農村整備推進環境保全技術
調査環境負荷軽減水管理技術確立
調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年8月2日 1,700,000

本業務は国営かんがい排水事業「岩木川左岸地区」
において環境保全型農業による抵投入型農業とほ場
水管理を組み合わせた農地系からの水質負荷軽減対
策の効果を検討するため土壌分析、作物分析、作物
生育、収量調査等を行うとともにその対策を効果的
に発揮させるための「農地系面源負荷軽減対策指
針」作成にあたり「岩木川左岸地区環境負荷軽減水
管理技術確立調査検討委員会」による専門技術的検
討を行うものである。青森県は平成16年度から「岩
木川左岸地区環境負荷軽減水管理技術確立調査検討
委員会」に参画し、専門的立場から助言・検討を
行っており、土壌分析、作物分析、作物生育、収量
調査等の専門的知識を有している。実証農家との連
絡調整等機動性が高く、営農改善の指導ができる土
壌分析、作物分析、作物生育、収量調査等の専門的
知識を有している。（農林総合研究センター、農業
改良普及センター等の協力の下で調査を実施す
る。）このため本業務実施にあたり専門的かつ幅広
い知識及び蓄積されているデータを有効に活用する
ことによって業務成果が最も効率的に得られると判
断されるのは青森県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が青森県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

850
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業景観との調和に配慮した基盤整
備推進調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年6月13日 4,800,000

本業務は岩手県一関市本寺地域において現況景観に
おける課題を把握し、景観農業振興地域整備計画等
の策定を前提とした景観配慮方針の検討、景観シ
ミュレーション等を行うことにより景観との調和に
配慮したモデル整備計画を策定するものである。そ
のため予定されている事業（経営体育成基盤整備事
業）「世界遺産(史跡)」との調和に配慮した緩衝
ゾーンにおいて実施することとなるため、本地域の
歴史的、地縁的背景等に精通した主体の参画が必要
である。また、地域住民によるワークショップの実
施に際し、他地区でのデータの実績や幅広い知識が
あり、地域に対する一貫した対応が必要である。調
査～計画～実施として関係機関の連携、取り纏め、
事業実施に対する一貫した対応が必要であり、予定
される事業の予定主体が総括的に計画を担うことが
必要である。以上のことから、本業務を遂行するに
当たっては、同県が有する専門的かつ幅広い知識及
び今後蓄積されるデータを有効に活用することによ
り、成果が最も効率的、効果的に得られると判断さ
れるのは岩手県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が岩手県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



851
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月10日 3,600,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。岩手県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは岩手県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が岩手県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

852
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業計画基礎諸元調査（ほ場整備・
水田）

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月6日 1,100,000

本業務は岩手県胆沢町において、ほ場整備後に発生
する田面の不同沈下を防止する効果的な手法を検討
するために行うものであり本業務を遂行するにあ
たって岩手県農業研究センター（農産部生産工学研
究室）は、県内のほ場整備に関する技術開発等を重
点課題として取り組んでおり、ほ場整備技術に関す
る専任の研究者を配置し「調査、計画、設計、施
工」について豊富な知識データの蓄積がある。ほ場
整備に関する調査研究実績が豊富で、専門的立場か
ら広範な学術的知見に基づいて検討を加えることが
できる。以上のことから同県が有する専門的かつ幅
広い知識及び蓄積されているデータを有効に活用で
き業務成果が最も効率的に得られると判断されるの
は岩手県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が岩手県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

853
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農用地基盤管理技術策定調査
（いさわ南部地区緊急水田転換畑
調査）

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月12日 1,500,000

本業務は水田の畑地化（田畑輪換含む）を推進する
ため、地域条件に応じて基盤整備と一体的に行う排
水対策強化等の基盤管理技術を確立するための調査
である。岩手県は作物生育調査における豊富な知識
とデータの蓄積があり、（試験研究機関、農業改良
普及センター等の協力の下で調査を実施する。）専
門的知識を有し、調査結果の分析に際し的確な分析
を行うことができる。当実証地区では「いさわ南部
地区営農推進対策委員会」を設けて地区の営農上の
諸対策を円滑に推進するための協議を行うなど地元
関係機関との連携を図っており、この委員会の構成
に同県が含まれていることから本業務を行うにあた
り効率的効果的な成果が得られるのは岩手県以外に
考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が岩手県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



854
秋田県知事
（秋田市山王四丁目1番1号）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月2日 4,800,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。秋田県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは秋田県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が秋田県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

855
秋田県知事
（秋田市山王四丁目1番1号）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農用地土壌汚染対策基盤管理技
術策定調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月22日 1,150,000

本業務はカドミウム吸収抑制を前提としたほ場レベ
ルでの水管理技術を確立し新たな基準値設定を念頭
においた農業農村整備事業の推進に資することを目
的とする。秋田県は、従来から土壌汚染対策の調
査・研究等を積極的に実施しており、土壌汚染物質
の分析に精通しており、本調査で行う土壌分析やカ
ドミウム含有量調査を実施するにあたり、過去に実
施している土壌汚染対策にかかる資料・データ等を
活用し適切な分析が可能であるとともに、地元農家
に対して湛水水管理技術の普及を進めていることか
ら、本技術実施の際の技術的配慮事項にも精通して
いることから、本業務を的確に取りまとめ、効率的
に業務成果が得られるのは秋田県以外に考えられな
いことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が秋田県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

856
山形県知事
（山形市松波二丁目8-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月10日 2,800,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。山形県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは山形県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が山形県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



857
山形県知事
（山形市松波二丁目8-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業事業計画管理地区調査（営農計
画管理調査）

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年6月30日 1,200,000

本業務は、水田畑利用による大豆、野菜、飼料作物
を組み合わせた複合経営を指向する国営かんがい排
水事業「最上川下流沿岸地区」において計画に沿っ
た営農が早期に定着するよう関連事業により整備さ
れた暗渠排水施設を有効に利用した地下かんがい技
術確立のための実証調査を行うものである。本業務
を遂行するにあたり、山形県は、事業実施主体であ
り、各種データを有しており、且つ事業対象地区の
営農実態に精通している。加えて県に蓄積されてい
るデータと県の専門的かつ幅広い知見を活用するこ
とで、本調査を効率的にとりまとめることが可能で
ある。同県は実証ほ農家と連絡調整が容易で、営農
改善の指導ができる作物生育、収量調査等の専門的
知識を有している（農業試験場、農業改良普及セン
ター等の協力の下で調査を実施する。）ことから
もっとも効率的に業務成果が得られると判断される
のは山形県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が山形県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

858
宮城県知事
（仙台市青葉区本町三丁目8-1）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月15日 3,600,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。宮城県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは宮城県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が宮城県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

859
福島県知事
（福島市杉妻町2-16）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年11月7日 4,100,000

本業務は農業生産基盤の整備状況（農地の整備状
況、基幹的農業水利施設の整備状況、系統水利の状
況、農業用ため池の整備状況等）の実績を毎年度国
が一元的、体系的に把握しデータベース化し整備を
行うことを目的とする。福島県は、県内事業地区の
国又は県が補助する事業及び県単独事業の実績を把
握し、資料を有している。また、同県が事業実績を
把握していない市町村単独事業及び農林漁業金融公
庫等の融資事業地区については、市町村・土地改良
区等を含めた組織的ネットワークを活用することで
把握が可能である。さらに、同県はこれまで本業務
を行ってきたことから、ネットワーク活用の手法が
市町村・土地改良区等を含めて既に定着している。
このため、最も効率的に業務が実施できると判断さ
れるのは福島県以外に考えられないことから。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が福島県に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



860
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄一丁目7-48）

平成１７年度土地改良調査計画事
業水田転換基盤整備推進調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月13日 4,000,000

本業務は山形県高畠地区において畑地化事業予定実
施地区の円滑な事業実施に資するため同地区をモデ
ル地区として位置づけ計画策定を行うものであり同
地区は昨年度からの継続地区であり、これまで自然
条件、土地利用の現状等に係る基礎調査及び整備計
画の検討（営農計画及び試験栽培方法）を行いモデ
ルほ場において栽培試験を開始し今年度はさらに１
地区造成し畑地化整備工法の確立を図る予定であり
本成果をもってモデル整備計画、整備工法及びモデ
ル実施地区での実証を通じて得られた技術成果を取
りまとめ、啓発普及資料を作成する予定であり、こ
のためには地区の現状、農家の意向等を十分に熟知
していることが不可欠なため事業対象地区の基礎資
料の収集及び地元からの信頼を有し且つ昨年度から
の継続性の観点からも最も成果が効率的に得られる
と判断されるのは山形県土地改良事業団体連合会以
外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

861
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄一丁目7-48）

平成１７年度土地改良調査計画事
業排水対策基盤整備調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年9月29日 1,600,000

本業務は、国営かんがい排水事業「米沢平野」地区
の受益地内で昭和42～46年にかけて実施された団体
営ほ場整備事業により整備された排水路（ブロック
積水路）に係る整備計画を策定するものであり同地
区については平成１６年度に米沢平野土地改良区の
依頼により同団体が地域水田農業支援排水対策特別
事業の実施を前提に測量及び基礎調査を実施した結
果をベースに、当該地区に係る基本計画、整備計画
等を策定するものであるため事業対象地区の実情に
精通し基礎資料の収集及び地元からの信頼を有しか
つ基礎調査からの継続性という観点から最も効率的
に成果が得られると判断されるのは山形県土地改良
事業団体連合会以外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

862
青森県土地改良事業団体連合会
（青森市本町二丁目6-19）

平成１７年度土地改良調査計画事
業排水対策基盤整備基礎調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月7日 1,600,000

本業務は国営三本木開拓建設事業の沼崎工区の一部
として整備された排水路（土水路）に係る整備計画
を策定するものであり策定には土地利用計画、水利
用計画及び作付計画並びに地域の営農組織や関係受
益者の意向を十分に踏まえることが重要であり、こ
のためには地区の現状、農家の意向等を十分に熟知
していることが不可欠で、同団体は事業対象地区の
実情に精通し基礎資料の収集及び地元からの信頼を
有している。そのため業務の成果を最も効率的に得
られると判断されるのは青森県土地改良事業団体連
合会以外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

863
秋田県立大学
（秋田市下新城中野字街道端西
241-7）

平成１７年度土地改良調査計画事
業水環境保全対策調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年6月24日 1,600,000

本業務は秋田県大潟村の八郎湖地区において水質保
全に寄与する負荷軽減型農法と排水路等を活用した
水質浄化技術を検討確立するため、物理的に懸濁物
質を除去する手法を調査し植物を組み合わせた継続
的な浄化能力を調査するとともに八郎湖地区閉鎖性
水域水質保全手法確立調査検討委員会において専門
技術的検討を行う。秋田県立大学は当地区内に大学
実験ほ場を持ち、当該地域の水利用実態、水質状況
等に対する豊富な知識とデータの蓄積がある。水質
浄化を専門分野としており、植物を活用した水質浄
化システムに関する研究を行っている。植物を活用
した水質浄化技術の実証について、水質浄化に関す
る専門的視点から高度な学術的知見に基づいた検討
を行うことができる。同大学は本調査業務を平成１
３年度から継続して実施しており、調査が効率的か
つ効果的に実施することが可能である。以上のこと
から、業務成果が最も効率的に発揮できると判断さ
れるのは秋田県立大学（生物資源科学部）以外に考
えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



864
秋田県立大学短期大学
（秋田県南秋田郡大潟村南2丁目
2）

平成１７年度土地改良調査計画事
業水環境保全対策調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月7日 1,200,000

本業務は秋田県大潟村の八郎湖地区において水質保
全に寄与する負荷軽減型農法と排水路等を活用した
水質浄化技術を検討確立するため、水質負荷軽減型
農法別の負荷量を調査し、この農法を水質保全面か
ら評価を行うとともに八郎湖地区閉鎖性水域水質保
全手法確立調査検討委員会において専門技術的検討
を行う。秋田県立大学短期大学部は当地区内に大学
実験ほ場を持ち、当該地域の水利用実態、水質状況
等に対する豊富な知識とデータの蓄積がある。負荷
軽減型農法の排出負荷原単位量調査を実施するにあ
たり、専門的視点から高度な学術的知見に基づいた
検討を行うことができる。同大学は本調査業務を平
成１３年度から継続して実施しており、調査が効率
的かつ効果的に実施することが可能である。八郎湖
の水質保全に関する負荷軽減型農法及び水管理方法
の研究を行っている。以上のことから、業務成果が
最も効率的に発揮できると判断されるのは秋田県立
大学（短期大学部）以外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

865
国立大学法人弘前大学
（弘前市文京町3）

平成１７年度土地改良調査計画事
業農業農村整備推進環境保全技術
調査環境負荷軽減水管理技術確立
調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年7月5日 2,200,000

本業務は青森県五所川原市の岩木川左岸地区におい
て環境保全型農業による抵投入型農業とほ場水管理
を組み合わせた農地系からの水質負荷軽減対策の効
果を検討するため地域の水質状況の解析を行うとと
もにその対策を効果的に発揮させるための「農地系
面源負荷軽減対策指針」作成にあたり「岩木川左岸
地区環境負荷軽減水管理技術確立調査検討委員会」
による専門技術的検討を行う。平成16年度から「岩
木川左岸地区環境負荷軽減水管理技術確立調査検討
委員会」に参画しており、専門的立場から広範な学
術的知見に基づいた助言・検討を行っている地域の
農業に精通するとともに水利用実態、水質状況等に
対する豊富な知識とデータの蓄積があり、質解析等
の調査研究実績が豊富で、調査研究設備も整ってい
る。そのため、専門的かつ幅広い知識及び蓄積され
ているデータを有効に活用し業務成果が最も効率的
に得られると判断されるのは国立大学法人弘前大学
以外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

866
（財）自然環境研究センター
（東京都台東区下谷3-10-10）

平成１７年度土地改良調査計画事
業生態系保全技術検討調査

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成17年8月4日 3,000,000

本調査は山形県上山市鴫谷地地区において農業用用
排水路における生物の生息環境保全に関して調査手
法並びに保全対策技術の指針作成を行うため生態系
保全施設における生物の生息状況及び生息環境を調
査し生態系保全の効果を定量的に評価する。また地
域での調査を円滑に行うためのPR活動を行う。
（財）自然環境研究センターは全国の自然環境情報
の収集及び整備に関して十分な蓄積があり、各種生
物等のマネージメント手法の開発等、本業務で対象
とする水路整備における生態系保全の技術研究に関
しても実績が豊富である。同センターは本調査業務
を平成１３年度から継続して実施してきており本年
度が調査最終年度であることから技術指針（案）の
作成等の取りまとめにあたるため、これまでの業務
を通して蓄積した成果を効率的かつ効果的に反映す
ることが可能であるのは財団法人自然環境研究セン
ター以外に考えられないことから。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

867

佐藤工業（株）・西松建設
（株）・三井建設（株）鳴瀬川
（一期）農業水利事業二ツ石ダム
第一期建設工事特定建設工事共同
企業体　代表者　佐藤工業（株）
東北支店
（仙台市青葉区本町1-10-3）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム第三期建設工事
宮城県加美郡加美町宮崎字北地内
ほか
18.3.22～20.3.31

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成18年3月20日 2,804,550,000

本工事は、二ツ石ダム第二期建設工事と特に、①一
体の構造物として一元的な施工等による品質及び安
全性の確保、②かし担保責任の明確化、③仮設備の
共用に伴う工期の短縮、建設工事費の縮減の効率
性・経済性等から密接不可分の関係にある。
よって、当該二ツ石ダム第二期建設工事を施工して
いる佐藤工業㈱・西松建設㈱・三井建設㈱鳴瀬川
（一期）農業水利事業二ツ石ダム第一期建設工事特
定建設工事共同企業体と随意契約を行うものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



868
早諒建設（株）
（宮城県加美郡加美町字百目木3-
25-1）

大崎西部農業水利事業　門前頭首
工取付水路（その２）原形復旧工
事
宮城県加美郡加美町下多田川地内
Ｈ17.4.6～Ｈ17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 3,045,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

869
（株）村田工務所
（古川市江合錦町2-6-1）

大崎西部農業水利事業渋井川改修
（その７）原形復旧工事
宮城県古川市大崎地内
H17.4.6～H17.5.31
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 8,032,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

870
（株）齋藤工務店
（古川市西館3-1-30）

大崎西部農業水利事業清水川頭首
工旧堰撤去（その２）原形復旧工
事
宮城県古川市桜ノ目字中川原地内
H17.4.6～H17.5.31
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 5,250,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

871
木戸建設（株）
（宮城県加美郡加美町字町裏77-
1）

鳴瀬川（二期）農業水利事業　舘
前幹線用水路原形復旧（その１）
工事
宮城県加美郡加美町羽場地内
H17.4.6～H17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 2,887,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

872
（株）木村土建
（東松島市大塩字五台23-2）

鳴瀬川（二期）農業水利事業舘前
幹線用水路原形復旧（その２）工
事
宮城県加美郡加美町米泉地内
H17.4.6～H17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 3,412,500

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

873
（株）早坂建設
（宮城県遠田郡小牛田町北浦字姥
ケ沢74-1）

江合川農業水利事業右京江幹線用
水路（その３）原形復旧工事
宮城県遠田郡小牛田町北浦地内
H17.4.6～H17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 3,150,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

874
（株）加藤工務店
（古川市中里1-11-28）

江合川農業水利事業桜の目幹線用
水路（その１２）原形復旧工事
宮城県古川市沢田地内
H17.4.6～H17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月5日 4,410,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

875
古久根建設（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町6-16）

江合川農業水利事業桜の目幹線用
水路（その１０）原形復旧工事
宮城県古川市休塚地内
H17.4.7～H17.4.28
土木工事

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月6日 2,520,000

　本工事(後工事)は、借地した農用地の原形復旧な
どを行うもので、作付け開始前までに早急に実施す
る必要がある。また、前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど
の問題が生じる。このため、前工事の施工業者以外
の者に施工させることが不利と認められることか
ら、前工事と同一業者である当該業者と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



876
大崎土地改良区
（古川市大崎字新興8）

大崎西部・大崎農業水利事業河川
水位流量調査（その１）業務
宮城県古川市外２町地内・宮城県
玉造郡鳴子町地内
H17.4.1～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 2,614,500

本業務は、大崎西部・大崎地区内の江合川及び地区
内小河川における水利用計画構築の基礎資料とする
ものであり、現地状況及び施設の取水状況に精通
し、施設全体の把握が可能でなければならないこと
により、競争を許さないことから随意契約を結ぶも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

877
宮城県大崎地域国営土地改良事業
促進協議会
（古川市駅前大通四丁目3-39）

大崎西部・鳴瀬川（一期）・鳴瀬
川（二期）・江合川農業水利事業　
受益面積追跡調査その他業務
宮城県古川市外４町地内・宮城県
古川市外１市９町地内・宮城県古
川市外４町地内
H17.4.28～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月28日 7,790,000

　本業務は、事業の再評価・事後評価及び水利権更
新のために、当事業の受益地の変動状況を継続的に
把握するため、農地転用等による面積変動、各筆調
書を作成するものである。
　業務の実施にあたっては、土地改良区が所有し、
その取扱いが土地改良区職員に限られる賦課台帳を
用いる必要があり、また、過年度までの受益地状況
や地域の営農状況に関する情報を有している必要が
ある。
　これらの業務実施の条件を満たすものは、関係市
町村及び土地改良区により構成される宮城県大崎地
域国営土地改良事業促進協議会のみであることか
ら、この者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

878
（株）日水コン東北支所
（仙台市青葉区上杉5丁目3番36
号）

大崎農業水利事業　岩堂沢ダム建
設発生土処理地生態系保全検討そ
の他業務
宮城県玉造郡鳴子町字南原地内
H17.4.7～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月6日 10,920,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

879
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉2-2-8）

鳴瀬川（二期）農業水利事業鳴瀬
川地区事業推進業務
宮城県加美郡加美町地内
H17.4.7～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月7日 13,062,000

　本業務は、約１万ｈａと広範囲にわたる鳴瀬川農
業水利事業を県営、団体営事業等関連事業との調整
に留意しつつ、適正かつ迅速に執行するため、県・
市町村・土地改良区の農業農村整備事業関連情報を
工事計画に反映しつつ、工事の実施に必要な資料等
の作成を行うものである。
　このためには、農業農村整備事業制度及び県、県
下全市町村の実情や県内の全土地改良区の管理実態
に関する情報を有していることが必要である。ま
た、これらの情報を基に関係市町村や土地改良区と
連携しながら工事計画、設計、積算業務にも助言で
きる能力を有していることが必要である。
　これらの業務実施の条件を満たす者は宮城県土地
改良事業団体連合会に限られることから、この者と
随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

880
江合川沿岸土地改良区
（宮城県遠田郡田尻町田尻字北大
杉34-1）

江合川農業水利事業河川水位流量
調査（その３）業務
宮城県古川市外２町地内
H17.4.1～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,617,000

本業務は、江合川地区内の江合川及び地区内小河川
における水利用計画構築の基礎資料とするものであ
り、現地状況及び施設の取水状況に精通していなけ
ればならないことにより、競争を許さないことから
随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

881
涌谷町土地改良区
（宮城県遠田郡涌谷町涌谷字千間
江52）

江合川農業水利事業河川水位流量
調査（その５）業務
宮城県遠田郡涌谷町外１町地内
H17.4.1～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,540,000

本業務は、江合川地区内の江合川及び地区内小河川
における水利用計画構築の基礎資料とするものであ
り、現地状況及び施設の取水状況に精通していなけ
ればならないことにより、競争を許さないことから
随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



882
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉2-2-8）

江合川農業水利事業江合川地区事
業推進業務
宮城県古川市他４町
H17.4.7～H18.3.31
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月7日 13,062,000

　本業務は、約６千ｈａと広範囲にわたる江合川農
業水利事業を県営、団体営事業等関連事業との調整
に留意しつつ、適正かつ迅速に執行するため、県・
市町村・土地改良区の農業農村整備事業関連情報を
工事計画に反映しつつ、工事の実施に必要な資料等
の作成を行うものである。
　このためには、農業農村整備事業制度及び県、県
下全市町村の実情や県内の全土地改良区の管理実態
に関する情報を有していることが必要である。ま
た、これらの情報を基に関係市町村や土地改良区と
連携しながら工事計画、設計、積算業務にも助言で
きる能力を有していることが必要である。
　これらの業務実施の条件を満たす者は宮城県土地
改良事業団体連合会に限られることから、この者と
随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

883
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

大崎西部・鳴瀬川（一期）・江合
川・大崎・鳴瀬川（二期）農業水
利事業記録映像製作（その１５）
業務
宮城県古川市地内他
H17.6.14～H18.3.20
その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年6月13日 2,310,000

本業務は、工事経過を記録し技術資料として蓄積・
活用するとともに、事業の重要性等に関する一般の
認識を高めるためのＰＲ資料を作成するものであ
り、これまで撮影された工事記録との連続性や整合
性、技術資料としての一貫性を確保する必要があ
り、当初から継続して映像制作に携わり、本事業の
経緯・内容を熟知し地区事情にも精通していなけれ
ばならないことにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

884
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6番23号）

大崎農業水利事業岩堂沢ダム管理
事務所その他設計業務
宮城県玉造郡鳴子町字奥羽岳地内
H17.9.21～H18.3.31
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年9月20日 16,275,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

885
太陽コンサルタンツ（株）東北支
社
（仙台市泉区泉中央4丁目15-7）

大崎西部農業水利事業大崎西部地
区事業誌編纂その他業務
宮城県古川市外４町
H17.10.17～H18.3.6
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年10月14日 7,560,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

886
日技クラウン（株）東北支店
（仙台市青葉区二日町16-15）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム取水工上屋設計その他業務
宮城県加美郡加美町宮崎字北地内
H18.1.19～H18.3.31
設計業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成18年1月18日 13,650,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

887 庁舎敷地賃貸借　（3,830.14㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

888 庁舎敷地賃貸借　（1,586.4㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

889
（有）高友産業
（宮城県玉造郡鳴子町大口字鷲ノ
巣18）

庁舎建物賃貸借　（455.6㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 9,960,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

890
尾出建設（株）
（宮城県加美郡加美町城生字城生
東1）

分庁舎建物及び職員宿舎賃貸借
（324.42㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 6,192,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



891
職員宿舎賃貸借　３戸
（158.9952㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

892
（有）古川プロパン
（古川市西館三丁目7-64）

職員宿舎賃貸借　５戸
（110.25㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 2,640,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

893
職員宿舎賃貸借　５戸
（226.5㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

894
職員宿舎賃貸借　２戸
（114.556㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

895
（有）泉ビル
（古川市駅南三丁目15）

職員宿舎賃貸借　２戸
（79.5㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,416,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

896
職員宿舎賃貸借　２戸
（111.63㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

897
職員宿舎賃貸借　６戸
（271.58㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

898
職員宿舎賃貸借　１戸
（57.85㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

899
職員宿舎賃貸借　２戸
（110.58㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

900
職員宿舎賃貸借　１戸
（53.11㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

901
職員宿舎賃貸借　２戸
（72.78㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

902
（株）村田工務所
（古川市江合錦町2-6-1）

コア置場賃貸借　３棟
（234㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 882,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



903
扶桑電通（株）東北支店
（仙台市青葉区本町2-5-1）

パーソナルコンピュータ賃貸借
　FMV-C600　４式
　FMV-7000NA3　６式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 945,000

本件は平成１５年度に契約したパーソナルコン
ピュータのリース契約の更新（３年目）であり、同
一業者から長期間にわたってリースすることにより
毎月少額の支出で調達が可能なため随意契約を結ぶ
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

904
扶桑電通（株）東北支店
（仙台市青葉区本町2-5-1）

パーソナルコンピュータ賃貸借
　FMV-7220NU5/B　４０式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,814,400

本件は平成１５年度に契約したパーソナルコン
ピュータのリース契約の更新（３年目）であり、同
一業者から長期間にわたってリースすることにより
毎月少額の支出で調達が可能なため随意契約を結ぶ
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

905
テクノ・マインド（株）
（仙台市宮城野区榴岡一丁目6-
11）

パーソナルコンピュータ賃貸借
　NEC　PC-VY22SRFYL　２０式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,411,200

本件は平成１６年度に契約したパーソナルコン
ピュータのリース契約の更新（２年目）であり、同
一業者から長期間にわたってリースすることにより
毎月少額の支出で調達が可能なため随意契約を結ぶ
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

906
キヤノン販売（株）仙台支店
（仙台市青葉区国分町3-6-1）

電子複写機（キャノン　iR7200)  
 １式保守

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,455,300

同社製品のメンテナンス契約であり、他社がアフ
ターメンテナンスを行うのは不可能であり競争を許
さないことから随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

907
キヤノン販売（株）仙台支店
（仙台市青葉区国分町3-6-1）

電子複写機（キャノン　iRC3200) 
  １式保守

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 2,691,360

同社製品のメンテナンス契約であり、他社がアフ
ターメンテナンスを行うのは不可能であり競争を許
さないことから随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

908
安積疏水土地改良区
（郡山市開成二丁目22-2）

新安積（二期）農業水利事業
河川流量観測その他委託業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成二丁目３６－
２０)

平成17年4月15日 6,447,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

909
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

新安積（二期）農業水利事業
記録映画製作業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成二丁目３６－
２０)

平成17年7月1日 1,890,000

本業務は地区の現況から工事完成に至るまで工事経
過を記録し、国営土地改良事業の技術資料とするも
のである。
記録映画の製作業務は、企画・シナリオ作成から、
撮影・編集・録音・仕上げ作業までの諸作業を包括
しており、これらの作業を長期に亘り行い、業務の
成果が得られるものである。業務実施にあたり、平
成１２にプロポーザル方式により技術提案をうけ㈱
公共事業通信社と契約しており、工事記録の連続性
や整合性、技術資料としての一貫性を確保する必要
があること、また事業完了に向けた残り２年間はこ
れまでのとりまとめ業務となることから、事業の経
緯・内容を熟知し、地区事情に精通していることか
ら、この者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

910
（財）福島県労働保健センター
（福島市沖高字北貴船1-2）

健康診断業務

契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成17年8月1日 1,466,460

同センターとは平成１５年度から一般定期健康診断
を実施しており、検診結果のコンピュータ管理によ
り要望に応じたデータの集計、検索を行うことが可
能となっている。また、受診者へは、過去のデータ
を把握できる総合的な判定結果の提供が行われるな
ど、、継続的な健康状況の把握が可能となってい
る。そのため、職員の健康増進および健康管理に大
きく寄与することが期待される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



911
（株）元晃工業
（二本松市向原257-16）

福島農政事務所旧二本松庁舎解体
撤去工事
福島県二本松市若宮1-171-2
平成18年１月27日から平成18年３
月７日まで

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成18年1月26日 4,725,000

予定価格が500万円を超えない工事であったことか
ら、予決令第94条第１項により指名競争入札を実施
した。しかし、２度入札を実施したが落札者がな
く、工期の関係もあったことから予決令第99条の２
により最低札を入れた業者との随意契約に切り替え
た。
（予決令第99条の２）

その他 ―
１７年度限
り

912
会津坂下町長
（福島県河沼郡会津坂下町字市中
三番甲3662）

土地建物賃借料

契約担当官
東北農政局福島統計・情報ｾﾝﾀｰ長
澤浦　佑治
（福島県福島市霞町1-46）

平成17年4月1日 2,003,919
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

913
（株）加藤商事
（いわき市平字堂ノ前20）

土地建物賃借料

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成17年4月1日 1,890,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

914 土地建物賃借料

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

915 土地建物賃借料

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

916
支所庁舎建物、敷地他賃貸借　一
式
職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

917 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

918 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

919 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

920
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園一丁目11-3）

カラー複写機（ゼロックス　
DocuCentreＣｏｌｏｒ　４００）
１台保守

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日 2,224,719

　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管
理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1
社しかないため見積書は複数の者から徴取していな
い。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

921
岩手リコー（株）
（盛岡市本宮字宮沢93-1）

カラー複写機（リコー　Ｎｅｏ　
C240）１台保守

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日 1,022,568

　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管
理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1
社しかないため見積書は複数の者から徴取していな
い。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



922
日本工営（株）仙台支店
（仙台市青葉区国分町3丁目1-
11）

平成17年度　広域基盤設備計画調
査（北上川地域）広域基盤計画策
定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年5月25日 8,925,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

923
和賀川土地改良区
（北上市和賀町長沼6地割121番地
5）

平成17年度　国営かんがい排水事
業全体実施設計「和賀中部地区」

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年6月24日 3,500,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

924
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉二丁目2番8
号）

平成１７年度土地改良調査計画委
託事業国営土地改良事業地区調査
「中津山地区」

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年7月22日 8,463,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

925
（株）サトー技建
（仙台市若林区河原町1-6-1）

平成17年度　地域設備方向検討調
査「河南二期地区」河南二期地区
用水計画再編検討（その２）業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年7月25日 5,145,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

926
猿ヶ石北部土地改良区
（宮城県和賀郡東和町安俵3区19
番地）

平成１７年度土地改良調査計画委
託事業　国営土地改良事業地区調
査「猿ヶ石川地区」

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年7月27日 3,300,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

927
（株）日本水工コンサルタント東
北支店
（仙台市泉区泉中央1-10-2）

平成17年度国営造成施設保全対策
指導事業「須川地区」予防保全基
本計画策定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年9月15日 14,437,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

928
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園一丁目11-3）

カラー複写機（ゼロックス　
DocuCentre C6550I）１台保守

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年9月26日 2,142,000

　物件の販売元である同社でなければ適切な保守管
理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1
社しかないため見積書は複数の者から徴取していな
い。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

929
若鈴コンサルタンツ（株）東北支
店
（仙台市青葉区大町二丁目5-8）

平成17年度国営造成施設保全対策
指導事業「河南地区」予防保全基
本計画策定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年9月21日 19,215,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

930
内外エンジニアリング（株）仙台
事業所
（仙台市青葉区二日町3-10）

平成17年度広域農業基盤整備管理
調査「北上川地域」豊沢川地区対
策手法等調査検討業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年10月3日 4,200,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



931
石巻市長
（石巻市日和が丘1-1-1）

平成１７年度土地改良調査計画委
託事業　国営土地改良事業地区調
査「中津山地区」

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年10月4日 2,400,000

本業務は、農地所有状況及び土地改良法第３条の有
資格者に関する名寄、一筆調書等の基礎資料取り纏
め、及び地域住民への土地改良事業の啓発・ＰＲ実
施を目的とした調査業務であり、
①農家台帳、課税台帳を基礎とした有資格者特定の
業務内容を含み秘密性の保持が必要である。
②また、関係土地改良区、農業団体、自治会等の地
元団体との調整を必要とする業務内容を含む。
このため、地方自治に精通し、地元に密着した石巻
市が最も適切であるため。
なお、本業務を委任するにあたっては事前に当局担
当者が石巻市に打診を行い実施可能の旨、回答を受
けているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

932
（株）三祐コンサルタンツ
（仙台市青葉区一番町三丁目3-
6）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査［中津山地区］中津山地区後
谷地排水機場基本設計その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年10月7日 24,150,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

933
（株）ジルコ東北支社
（仙台市青葉区大町1-3-2）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査［中津山地区］中津山地区鶴
家排水機場基本設計その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年10月7日 24,150,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

934
（株）新東洋技術コンサルタント
（仙台市宮城野区大梶10-19）

平成17年度国営造成施設保全対策
指導事業旧迫川地区予防保全基本
計画策定業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年10月17日 13,597,500
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

935
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉二丁目2番9
号）

平成１８年度土地改良調査計画委
託事業国営土地改良事業地区調査
「中津山地区」

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年11月7日 2,000,000

本業務は、国営土地改良事業「中津山地区」の土地
改良事業計画（案）の地域排水効果算定の基礎資料
を取り纏める業務であり、
①降雨による農地、宅地、公共用地等の被災状況
等、所有者の資産関係の調査業務である。
②また、複数の関係土地改良区、市町村及び農業団
体等との調整を必要とする業務内容を含む。
このため、地域全体の水利施設等の用排水実態等の
事情に精通し、地元に密着した県土地連が最も適切
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

936
サンスイコンサルタント（株）仙
台事務所
（仙台市青葉区二日町6-23）

平成17年度国営土地改良事業地区
調査［中津山地区］中津山地区旧
古川排水路基本設計その他業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年11月18日 11,550,000
本業務はプロポーザル方式である。審査の結果、当
契約者が採用されており競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

937
岩手県土地改良事業団体連合会
（盛岡市本宮二丁目10-1）

平成１７年度　農業水利ストック
情報データベース施設基本情報編
集業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年12月26日 2,400,000

　本業務内容は、岩手県内の国営土地改良事業各完
了地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、データベースを構築し、これ
ら施設の予防保全対策の基礎資料を作成するもので
あり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年で完了する
ものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している岩手県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、岩手県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



938
宮城県土地改良事業団体連合会
（仙台市青葉区上杉二丁目2番8
号）

平成１７年度　農業水利ストック
情報データベース施設基本情報編
集業務

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（宮城県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年12月26日 1,300,000

　本業務内容は、宮城県の北上川流域の国営土地改
良事業各完了地区内造成施設の「維持管理情報・補
修等履歴情報」等の収集を行い、データベースを構
築し、これら施設の予防保全対策の基礎資料を作成
するものであり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年度の３ヶ年
で完了するものである。
　本業務では、各完了地区内造成施設の維持管理を
担っている各土地改良区が所有する情報を３ヶ年と
いう短期間でデータベースの構築まで実施する必要
がある。
　これを実施できるのは、県内土地改良区の連合組
織で、各土地改良区の状況を把握し支援する立場で
日頃から連携し、育成支援事業等の事業主体とし
て、各土地改良区に出向き、管理技術を指導する中
で、各土地改良区の維持管理情報・補修等履歴情報
を有している宮城県土地改良事業団体連合会以外で
は対応できないことから、宮城県土地改良事業団体
連合会に委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

939

佐藤鉄工（株）・川崎重工業
（株）・豊国工業（株）男鹿東部
（二期）農地防災事業防潮水門ゲ
-ト設備建設工事特定建設工事共
同企業体　代表者　佐藤鉄工
（株）仙台営業所
（仙台市青葉区一番町三丁目6-
1）

男鹿東部（二期）農地防災事業
防潮水門ゲート設備第二期建設工
事
秋田県男鹿市船越字八郎谷地及び
潟上市天王字一向地先
H18.1.11～H19.12.14
鋼構造物工事

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　昭
（仙台市青葉区本町三丁目３－
１）

平成18年1月10日 1,207,500,000

本工事は、防潮水門ゲート設備第一期建設工事と一
体不可分であり、一貫した施工による工程管理と品
質及び機能の統一性が必要であること。
前工事と一体的に実施することによって工期の短
縮、経費の節減、円滑かつ適切な施工が確保される
ことから、当該防潮水門ゲート設備第一期建設工事
を施工している佐藤鉄工㈱・川崎重工業㈱・豊国工
業㈱男鹿東部（二期）農地防災事業防潮水門ゲート
設備建設工事特定建設工事共同企業体と随意契約を
行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

940
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

平成１７年度　東北農政局管内農
業農村整備事業推進方策検討業務　
一式

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年7月13日 8,946,000

　本契約は、管内国営土地改良事業等に関する技術
的、社会的諸課題の対策について、特に学術的・専
門的立場から検討及び助言等を行う必要があり、ま
た、現地の状況等に精通した大学研究者による効率
的かつ効果的な調査の実施が不可欠である。　この
ため、学術と技術の学際的高度な知識と豊富な経験
を有すると共に、地元の大学研究者と行政技術者か
らなる委員会の運営を円滑に実施できる（社）農業
土木学会が委託者としては最も適している。また、
同学会は平成５年度より本業務を受託しており、本
業務により国営土地改良事業の各地区における課題
に対応できる大学研究者を専属的に配置し、それぞ
れの課題を３～５ヵ年で調査、分析、検討している
ことから、今後とも官学連携の本体制で課題の解決
に取り組むには、同学会が唯一の団体である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

941
山形県土地改良事業団体連合会
（山形市松栄1-7-48）

平成１７年度寒河江川下流農業水
利事業完了図書電子ファイリング
業務

分任支出負担担当官
東北農政局寒河江川下流農業水利
事業所長
二瓶　褜治
（山形県寒河江市字中河原２２２)

平成17年8月2日 8,305,500

　本業務は、農林水産省が開発した「農業農村整備
事業支援システム（以下「ＮｎＰｌａｎ」とい
う。）」により当事業の完了図書等を電子ファイリ
ング化し、地図データと施設情報を統合的に管理
し、各種図面の検索、施設の維持管理の効率化を図
ることを目的とするものである。
　山形県土地改良事業団体連合会は東北でも先駆け
て、ＮｎＰｌａｎによるＧＩＳを活用した電子ファ
イリング手法を確立しており、本業務を円滑かつ適
切・経済的に対応可能な東北では唯一の組織であ
る。　
  これを、一般の電子ファイリング手法で行うに
は、システム構築にかかる費用、又はシステム開発
ソフト購入にかかる費用が必要となり、これにかか
る費用は高額となる。
　以上のことから、山形県土地改良事業団体連合会
と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

942
矢吹原土地改良区
（福島県西白河郡矢吹町曙町
377）

平成17年度庁舎敷地賃貸借料
（平成17年4月1日～平成18年3月
31日）

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局隈戸川農業水利事業所
農林水産技官　及川　公平
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年4月1日 2,403,912
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



943
平成17年度宿舎建物賃貸借料
（平成17年4月1日～平成18年3月
31日）

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局隈戸川農業水利事業所
農林水産技官　及川　公平
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

944
平成17年度宿舎建物賃貸借料
（平成17年4月1日～平成18年3月
31日）

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局隈戸川農業水利事業所
農林水産技官　及川　公平
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

945
平成17年度宿舎建物賃貸借料
（平成17年4月1日～平成18年3月
31日）

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局隈戸川農業水利事業所
農林水産技官　及川　公平
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

946
安積疏水土地改良区
（郡山市開成二丁目22-2）

庁舎敷地賃貸借
福島県郡山市開成二丁目１６６－
１ほか２箇所
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
合計2,583.76㎡

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日 3,875,640
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

947

職員宿舎敷地賃貸借
福島県郡山市桑野五丁目１６－１
４
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
458.46㎡

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

948

職員宿舎敷地賃貸借
福島県郡山市大槻町字北ノ林２－
１ほか一箇所
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
合計660.2㎡

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

949

職員宿舎建物賃貸借
福島県郡山市開成二丁目１９－８　
パークフロント
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

950
（有）開成ファミリー
（郡山市開成三丁目8-8）

職員宿舎建物賃貸借
福島県郡山市開成六丁目１１３－
７　クレステージ開成
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日 3,960,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

951

職員宿舎建物賃貸借
福島県郡山市朝日一丁目３－１０　
メゾン朝日
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

952
一戸町長
（岩手県二戸郡一戸町高善寺字大
川鉢24-9）

馬淵川沿岸農業水利事業所庁舎敷
地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日 2,105,712
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

953 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



954 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

955 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

956 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

957 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

958 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

959 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

960
余目町農業協同組合
（山形県東田川郡余目町大字余目
字三人谷地172）

平成１７年度庁舎敷地賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日 4,353,360
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

961
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

962
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

963
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

964
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

965
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



966
関東自動車興業（株）
（山形県東田川郡余目町大字余目
字大塚104-1）

平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日 1,368,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

967
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借
山形県東田川郡余目町
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

968
タクシ-チケットサービス（株）
（仙台市鉄砲町95-2タクシ-会館3
Ｆ）

共通自動車乗車券使用契約書

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 1,857,200
仙台市内唯一のハイタクチケット会社であるから。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

969
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

東北農政局農業農村ネットワーク
システムサーバ等21式の賃貸借

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 8,963,640

15年1月に賃貸借契約により導入したものであり17
年度もリース期間中であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

970
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

東北農政局農業農村ネットワーク
システムサーバ等25式の賃貸借

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 8,637,300

16年1月に賃貸借契約により導入したものであり17
年度もリース期間中であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

971
富士通サポートアンドサービス
（株）
（仙台市青葉区一番町3-3-5）

東北農政局農業農村ネットワーク
システムサーバ等21式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 9,973,362

平成15年にサーバ21式を導入する際、障害対応を迅
速かつ的確に行うため、2年目以降の保守業務は富
士通サポートアンドサービスが行うという条件で賃
貸借契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

972
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（松山市山越3-15-15）

電話料金

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 9,384,983
他に契約できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

973
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

アダムス使用料金

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 6,524,220
他に契約できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

974
宮城ゼロックス（株）
（仙台市青葉区五橋1-1-23）

カラー複合機３式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 11,687,039

機器の導入時に賃貸借と保守の総額で競争を行って
おり、保守は賃貸借に付随する契約であるため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

975
富士通サポートアンドサービス
（株）
（仙台市青葉区中央3-3-5）

東北農政局農業農村ネットワーク
システムサーバ等21式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 2,214,166

平成16年にサーバ25式を導入する際、障害対応を迅
速かつ的確に行うため、2年目以降の保守業務は富
士通サポートアンドサービスが行うという条件で賃
貸借契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

976
日本電気（株）東北支社
（仙台市青葉区中央4-6-1）

インターネット使用料

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 11,982,750

インターネットの接続に当たっては、地方農政局行
政情報システムにインターネット機能を付加して行
うため、日本電子計算機（株）が農政局ＬＡＮシス
テムの整備・構築・保守業者であり、インターネッ
ト導入時に通信機器の環境を設定変更できる唯一の
者である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



977
リコー東北（株）
（仙台市青葉区五橋1-5-3）

電子複写機３式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 4,713,111

機器の導入時に賃貸借と保守の総額で競争を行って
おり、保守は賃貸借に付随する契約であるから
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

978
宮城ゼロックス（株）
（仙台市青葉区五橋1-1-23）

電子複写機6式の保守

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 12,520,234

平成16年に賃貸借契約したものであり、保守契約は
賃貸借契約に付随するものであるため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

979
宮城ゼロックス（株）
（仙台市青葉区五橋1-1-23）

電子複写機6式の賃貸借

支出負担行為担当官
東北農政局長
平野　　昭
（仙台市青葉区本町３－３－１）

平成17年4月1日 4,713,111

平成16年に賃貸借契約したものであり、17年度も
リース期間中であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第３項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

980
東北電力（株）仙台営業所
（仙台市青葉区中央四丁目1-6）

東北農政局宮城野庁舎電力供給

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局食糧部長
惣山　安正
（仙台市宮城野区新田2-22-1）

平成17年4月1日 2,271,998
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

981
東北電力（株）五所川原営業所
（五所川原市字田町113-1）

津軽農業水利事務所電力需給契約　
契約種別　業務用電力

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
（青森県つがる市木造萩野１８－
７）

平成17年4月1日 1,808,357
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

982
東北電力（株）古川営業所
（古川市中里1-4-11）

電力供給契約（大崎農業水利事務
所）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 2,673,269

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

983
東北電力（株）古川営業所
（古川市中里1-4-11）

電力供給契約（大崎上流農業水利
事業建設所）

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵１１９
－１）

平成17年4月1日 1,074,495

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

984
東北電力（株）弘前営業所
（弘前市大字本町1）

平成１７年度電気使用契約（平成
１７年４月分～平成１８年３月
分）

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管
理事務所長
畠山　公男
（青森県弘前市大字新寺町１４９
－２）

平成17年4月1日 1,130,084

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

985
東北電力（株）盛岡営業所
（盛岡市紺屋町1-25）

事務所電気使用契約　岩手県盛岡
市青山４－１１－１

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所長
高橋　修一
（岩手県盛岡市青山４－１１－
１）

平成17年4月1日 1,153,017

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

986
東北電力（株）福島営業所
（福島市置賜町2-35）

電力

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日 1,468,997

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

987
東北電力（株）白河営業所
（白河市字中田29-1）

電力

分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所長
渡部　均
（福島市南矢野目字谷地４９－
２）

平成17年4月1日 1,489,703

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

988
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町一丁目7番1
号）

電気

分任支出負担行為担当官
東北農政局土地改良技術事務所長
大庭　宗一
（仙台市宮城野区幸町三丁目14番1
号）

平成17年4月1日 3,503,880
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



989
東北電力（株）水沢営業所
（奥州市水沢区西町5-27）

いさわ南部農地整備事業所庁舎電
気供給契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月1日 1,872,595

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

990
東北電力（株）十和田営業所
（十和田市西三番町7-1）

事業所長者電気供給契約

青森県十和田市西十二番町13-27
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月1日 1,436,079

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

991
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所電気使用契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日 1,254,581
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

992
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

大志田ダム管理事務所、大志田ダ
ム警報局、名子根吐出水槽（低
圧）、大志田揚水機場（低圧）電
気使用契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日 1,215,202
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

993
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

大志田揚水機場電気使用契約

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年4月1日 3,026,304
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

994
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町一丁目7-1）

電力供給契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所
電気料金

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業次長
内藤　馨
（山形県東田川郡余目町大字余目
字滑石54－1）

平成17年4月1日 1,688,148

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

995
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町一丁目7-1）

電力供給契約
平成17年4月1日～平成18年3月31
日
東北農政局新安積農業水利事業所
電気料金

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年4月1日 1,652,860

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

996
東北電力（株）秋田営業所
（秋田市中通2-1-11）

事業所電気使用契約
秋田市土崎港相染町字中谷地１７
７－２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日 1,048,858

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

997
東北電力（株）青森営業所
（青森市本町1-3-9）

電力供給

契約担当官
東北農政局青森農政事務所長
佐藤　益夫
（青森市本町２丁目１０－４）

平成17年4月1日 1,661,635
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

998
東北電力（株）
（盛岡市紺屋町1-25）

東北農政局岩手農政事務所
電力供給

契約担当官
東北農政局岩手農政事務所長
飯村　和良
（盛岡市愛宕町１３番３３号）

平成17年4月1日 1,641,383
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

999
東北電力（株）
（宮古市築地2-2-33）

宮古港湾合同庁舎
電力供給

契約担当官
東北農政局盛岡統計・情報セン
ター長
福島　正文
（盛岡市内丸7番25号）

平成17年4月1日 2,153,049
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1000
東北電力（株）
（大船渡市盛町字内の目11-10）

大船渡港湾合同庁舎
電力供給

契約担当官
東北農政局盛岡統計・情報セン
ター長
福島　正文
（盛岡市内丸7番25号）

平成17年4月1日 1,081,263

低圧電力を供給可能な業者は唯一、東北電力（株）
のみであることにより、競争を許さないことから随
意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1001
東北電力（株）秋田営業所
（秋田市中通2-1-11）

秋田農政事務所本所電力供給契約

食糧管理特別会計契約担当官
東北農政局秋田農政事務所長
池澤　榮次郎
（秋田市山王７－１－５)

平成17年4月1日 1,774,901
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1002
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

山形農政事務所本所庁舎
電力供給

契約担当官
東北農政局山形農政事務所長
小澤　清義
（山形県山形市松波1-3-7）

平成17年4月1日 2,420,890
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1003
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

山形統計・情報センター庁舎
電力供給

契約担当官
東北農政局山形統計・情報セン
ター長
佐々木　傳
（山形県山形市春日町５－２７）

平成17年4月1日 1,840,090
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1004
東北電力（株）
（仙台市青葉区本町1-7-1）

新庄合同庁舎
電力供給

契約担当官
東北農政局山形統計・情報セン
ター長
佐々木　傳
（山形県山形市春日町５－２７）

平成17年4月1日 3,922,279
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1005
東北電力（株）
（福島市置賜町2-35）

業務用電力供給
78kw､6000V

契約担当官
東北農政局福島農政事務所長
中村　利男
（福島県福島市浜田町1-9）

平成17年4月1日 1,438,659
他に電力を供給できる者がなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1006
東北電力（株）横手営業所
（横手市前郷二番町11-24）

電力契約（従量電灯Ｃ ２０ｋＶ
Ａ、低圧電力２３kW）（平鹿平野
農業水利事業所）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日 1,444,596

本地域において、電力を供給可能な業者は唯一当該
業者のみであることにより、競争を許さないことか
ら随意契約を結ぶものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1007
東北電力（株）福島支店
（福島市置賜町2-35）

隈戸川（一期）農業水利事業　幹
線用水路矢吹北工区（その３）工
事に係る電気工作物移設補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局隈戸川農業水利事業所
長
白木　哲二
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年9月9日 2,894,432

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1008
東北電力（株）福島支店
（福島市置賜町2-35）

隈戸川（一期）農業水利事業　幹
線用水路矢吹北工区（その３）工
事に係る電気工作物移設補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局隈戸川農業水利事業所
長
白木　哲二
（福島県西白河郡矢吹町八幡町
409-1）

平成17年11月1日 2,580,554

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1009

新安積（二期）農業水利事業幹線
用水路畑田工区（その１）工事
福島県須賀川市畑田字荒池上7-2
建物移転等補償代金

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1010
須賀川市岩瀬地域水道事業団
（須賀川市八幡町135）

新安積（二期）農業水利事業幹線
用水路梅田工区（その１）工事
福島県須賀川市梅田地内
上水道施設移転一式補償代金

分任負担行為担当官
東北農政局新安積農業水利事業所
長
武田　友一
（福島県郡山市開成2-36-20）

平成18年3月17日 9,677,253

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1011

男鹿東部（二期）農地防災事業防
潮水門建設工事に係る土地使用補
償金
秋田県潟上市天王干潟１８４－１
ほか
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
９，６３５．９４㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1012

男鹿東部（二期）農地防災事業防
潮水門建設工事に係る土地使用補
償金
秋田県潟上市天王干潟無地番ほか
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日
６，０７８．６９㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局男鹿東部農地防災事業
所長
荒木　富美雄
（秋田市土崎港相染町字中谷地１
７７－２）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1013
東北電力（株）
（山形市本町二丁目1-9）

最上川下流沿岸農業水利事業長沼
堰用水路（その３）工事に伴う電
気工作物移設補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡庄内町余目字滑
石54－1）

平成17年10月21日 1,821,802

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1014
最上川下流右岸土地改良区連合
（酒田市飛鳥字大林547番地1）

最上川下流沿岸農業水利事業右岸
幹線用水路に係る区分地上権設定
（２３２．２３㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局最上川下流沿岸農業水
利事業所長
宗岡　一正
（山形県東田川郡庄内町余目字滑
石54－1）

平成18年3月16日 1,472,338

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1015
東北電力（株）青森支店
（青森市港町二丁目12-19）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に伴う電
気工作物移転補償

分任支出負担行為担当官代理
東北農政局津軽農業水利事務所次
長
亀田　武雄
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月1日 1,327,632

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1016

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
土淵堰用水路第三工区（その３）
工事に係る土地使用に関する補償
H17.5.1～H18.4.30　7278.72㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1017
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1018
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1019
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1020
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1021
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1022
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に係る損失補
償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年5月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1023
岩木川左岸（一期）農業水利事業　
稲垣揚排水機場建設工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年7月4日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1024
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年7月4日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1025
岩木川左岸（一期）農業水利事業　
出精川排水路工事に係る損失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年7月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1026
東北電力（株）青森支店
（青森市港町二丁目12-19）

岩木川左岸（一期）農業水利事業　
出精川排水路工事に伴う電気工作
物移転補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年7月19日 8,155,876

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1027
東北電力（株）青森支店
（青森市港町二丁目12-19）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に伴う電気工
作物移転補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年9月26日 1,821,993

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1028
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
土淵堰用水路第三工区（その１）
工事に係る損失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1029
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に係る損失補
償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年10月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1030
長瀬堰土地改良区
（青森県中津軽郡岩木町大字熊嶋
字亀田169-6）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に係る土地取
得相当額補償　913.37㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年11月8日 2,053,780

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1031
長瀬堰土地改良区
（青森県中津軽郡岩木町大字熊嶋
字亀田169-6）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に係る土地取
得相当額補償　1192.18㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年11月14日 2,758,360

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1032
岩木町水道事業
（青森県中津軽郡岩木町大字賀田
一丁目1-1）

岩木川左岸（二期）農業水利事業　
左岸幹線用水路工事に伴う水道施
設移設補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成17年11月17日 5,364,450

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1033
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣１号幹線用水路工事に係る損
失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年1月24日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1034
岩木川左岸（一期）農業水利事業　
平滝揚排水機場建設工事に係る土
地売買　944.22㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年1月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1035
岩木川左岸（一期）農業水利事業　
平滝揚排水機場建設工事に係る土
地取得相当額補償　975.71㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年1月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1036
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路付帯工工事に
係る損失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年2月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1037
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路付帯工工事に
係る損失補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年2月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1038
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路付帯工工事に
係る物件移転補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年2月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1039
岩木川左岸（二期）農業水利事業　
東俣導水幹線用水路付帯工工事に
係る物件移転補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利事務所長
宮本　泰行
(青森県つがる市木造萩野１８－
７)

平成18年2月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1040

平鹿平野（一期）農業水利事業皆
瀬幹線用水路等工事に係る土地使
用補償金
（平成17年4月1日から平成18年3
月31日）
（雑種地29770.87㎡、山林
3044.98）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1041
東北電力（株）秋田支店
（秋田市山王5-15-6）

平鹿平野（一期）農業水利事業　
皆瀬１号幹線用水路３工区（その
４）工事に伴う電気工作物移転補
償金（電気工作物１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年4月8日 1,794,867

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1042
（有）県南地所
（秋田県平鹿郡十文字町佐賀会字
下沖田1-1）

平鹿平野（一期）農業水利事業　
皆瀬１号幹線用水路３工区（その
５）工事に伴う立木補償金（庭木
８本）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年8月22日 1,129,548

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1043
東北電力（株）秋田支店
（秋田市山王5-15-6）

平鹿平野（一期）農業水利事業　
皆瀬１号幹線用水路３工区（その
５）工事に伴う電気工作物移転補
償金（電気工作物１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年10月12日 1,351,618

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1044
平鹿平野（一期）農業水利事業皆
瀬１号幹線用水路２工区に伴う土
地代金（田　1054.76㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年11月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1045
平鹿平野（一期）農業水利事業皆
瀬１号幹線用水路２工区に伴う土
地代金（田　1147.28㎡）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年11月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1046
平鹿平野（一期）農業水利事業　
岩崎逆サイホン建設工事に伴う井
戸枯渇等補償金（事業損失１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年12月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1047
高茂合名会社
（湯沢市岩崎字岩崎124）

平鹿平野（一期）農業水利事業　
岩崎逆サイホン建設工事に伴う井
戸枯渇等補償金（事業損失１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年12月27日 1,819,945

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1048
（株）花よし植物園
（湯沢市岩崎字北二条3-5）

平鹿平野（一期）農業水利事業　
岩崎逆サイホン建設工事に伴う井
戸枯渇等補償金（事業損失１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成17年12月28日 3,840,028

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1049
平鹿平野（一期）農業水利事業　
岩崎逆サイホン建設工事に伴う井
戸枯渇等補償金（事業損失１式）

分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業
所長
川杉　直
（秋田県横手市大屋新町字大平９
９－３９）

平成18年3月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1050

大崎西部農業水利事業二ツ石頭首
工工事
宮城県玉造郡岩出山町池月字上宮
草井前地内
事業損失（費用負担補償）
木造平屋建住宅　　１棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成18年1月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1051

大崎西部農業水利事業渋井川改修
工事
宮城県古川市大崎字大舘地内
事業損失（費用負担補償）
木造2階建住宅　　1棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成18年1月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1052
大崎土地改良区
（古川市大崎字新興8）

大崎西部農業水利事業大堰頭首工
工事
宮城県玉造郡岩出山町松沢字牛ノ
瀬地内
事業損失（費用負担補償）
木造平屋建住宅　　１棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成18年3月22日 1,066,561

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1053
大崎土地改良区
（古川市大崎字新興8）

大崎西部農業水利事業二ツ石頭首
工工事
宮城県玉造郡岩出山町池月字鵙目
舘下地内
公共補償（維持管理費用負担補
償）
揚水ポンプ等　　１式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成18年3月29日 11,448,670

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1054

大崎農業水利事業岩堂沢ダム建設
工事
宮城県玉造郡鳴子町中山平
土地使用補償
田ほか　　11,179㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1055

大崎農業水利事業岩堂沢ダム建設
工事
宮城県玉造郡鳴子町中山平
土地取得相当額補償
山林　　9,806.49㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1056

大崎農業水利事業岩堂沢ダム建設
工事
宮城県玉造郡鳴子町中山平
立木伐採補償
杉ほか　1,710本

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1057

大崎農業水利事業岩堂沢ダム建設
工事
宮城県玉造郡鳴子町中山平
農業休止補償
牧草　20,259㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年11月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1058
加美町長
（宮城県加美郡加美町字西田3-
5）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム建設工事
宮城県加美郡加美町宮崎字北34-2
土地使用補償
山林等　　72,669.28㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年4月1日 1,816,732

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1059
加美町長
（宮城県加美郡加美町字西田3-
5）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム建設工事
宮城県加美郡加美町宮崎字北22-1
ほか1筆
土地使用補償
山林等　　96,890㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年4月1日 1,881,362

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1060
加美町長
（宮城県加美郡加美町字西田3-
5）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム建設工事
宮城県加美郡加美町宮崎字北32-2
土地使用補償
山林等　　210,626㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年4月1日 6,318,780

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1061
グミ平草地組合
（宮城県加美郡加美町宮崎字浦一
番29-1）

鳴瀬川（一期）農業水利事業二ツ
石ダム建設工事
宮城県加美郡加美町宮崎字北34-2
農業休止補償
牧草　　40,488㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年4月1日 1,998,082

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1062

鳴瀬川（一期）農業水利事業臼ヶ
堂揚水機・旧ﾎﾟﾝﾌﾟ施設撤去工事
遠宮城県田郡南郷町和多田沼字蛭
田原二20-1
建物等移転補償
牛舎等　　　1式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年10月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1063

鳴瀬川（一期）農業水利事業臼ヶ
堂揚水機・旧ﾎﾟﾝﾌﾟ施設撤去工事
宮城県遠田郡南郷町和多田沼字砂
地一45
建物等移転補償
牛舎等　　　1式

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年11月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1064

鳴瀬川（二期）農業水利事業舘前
幹線用水路工事
宮城県加美郡加美町米泉字前田7
事業損失（費用負担補償）
木造平屋建住宅　　1棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年8月2日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1065
江合川沿岸土地改良区
（宮城県遠田郡田尻町字北大杉
34-1）

江合川農業水利事業三丁目頭首工
建設工事
宮城県古川市清水字成田北成田2-
3
土地取得
宅地　　185.56㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年9月21日 2,616,396

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1066

江合川農業水利事業桜ノ目幹線用
水路工事
宮城県古川市休塚字中谷地69-5
事業損失（費用負担補償）
木造平屋建住宅　　1棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
原田　幸治
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年9月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1067

江合川農業水利事業桜ノ目幹線用
水路工事
宮城県古川市沢田字沼ノ上15-7
事業損失（費用負担補償）
木造２階建住宅　　1棟

分任支出負担行為担当官
東北農政局大崎農業水利事務所長
狩俣　茂雄
（宮城県古川市大幡字月蔵119-1）

平成17年10月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1068

馬淵川沿岸（二期）農業水利事業
軽井沢第１ファームポンド工事
岩手県二戸郡一戸町中山字稲荷林
136-3
　　　　　　〃　　　　　　 　 
193-7
土地売買契約
1,279.66㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年7月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1069

馬淵川沿岸（二期）農業水利事業
中村第１ファームポンド工事
岩手県二戸郡一戸町宇別字中村
48-145
土地売買契約
4,823.61㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年9月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1070

馬淵川沿岸（二期）農業水利事業
日蓄第２ファームポンド工事
岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田
子970-2
　　　　　　〃　　　　　　 　
 907-243
　　　　　　〃　　　　　　　　
907-244
　　　　　　〃　　　　　　　　
987-2
土地売買契約
3,389.00㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年7月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1071

馬淵川沿岸（二期）農業水利事業
日蓄第２ファームポンド工事
岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田
子136-3
　　　　　　〃　　　　　　 　
 193-7
土地売買契約
2,482.94㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局馬淵川沿岸農業水利事
業所長
川端　正一
（岩手県二戸郡一戸町一戸字大越
田98-6）

平成17年7月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1072

相坂川左岸農業水利事業六戸調整
池建設工事に伴う土地使用補償金
H17.4.1～H18.3.31
15,990.72㎡

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1073

坪毛沢地区土地改良事業共同施行
委員長
（青森県上北郡六戸町大字犬落瀬
字千刈田9-3）

相坂川左岸農業水利事業六戸調整
池建設工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成17年10月19日 9,975,000

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1074

坪毛沢地区土地改良事業共同施行
委員長
（青森県上北郡六戸町大字犬落瀬
字千刈田9-3）

相坂川左岸農業水利事業六戸調整
池建設工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局相坂川左岸農業水利事
業所長
中西　昭弘
（青森県十和田市西十二番町13-
27）

平成18年1月13日 2,946,000

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1075

いさわ南部農地整備事業２３ブ
ロック区画整理工事に伴い発生し
た井戸枯渇に対する費用負担に関
する契約代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年4月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1076

いさわ南部農地整備事業１９ブ
ロック区画整理工事に伴い発生し
た井戸枯渇に対する費用負担に関
する契約代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年6月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1077
胆沢町長
（奥州市胆沢区南都田字加賀谷地
270）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１０ブロック区画整理（その１）
工事に伴い支障となる水道施設移
設補償金                       
         （岩手県奥州市胆沢区
小山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月13日 7,618,527

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1078
胆沢町長
（奥州市胆沢区南都田字加賀谷地
270）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１１ブロック区画整理（その１）
工事に伴い支障となる水道施設移
設補償金　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（岩手県奥州市胆
沢区小山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月13日 3,734,346

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1079
胆沢町長
（奥州市胆沢区南都田字加賀谷地
270）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１ブロック区画整理（その１・そ
の２）工事及び西部地域１３ブ
ロック区画整理（その２・その
３）工事に伴い支障となる水道施
設移設補償金（岩手県奥州市胆沢
区小山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月13日 3,574,613

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1080
胆沢町長
（奥州市胆沢区南都田字加賀谷地
270）

いさわ南部農地整備事業西部地域
６ブロック区画整理（その２）工
事に伴い支障となる水道施設移設
補償金（岩手県奥州市胆沢区小山
地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月13日 7,690,542

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1081
胆沢町長
（奥州市胆沢区南都田字加賀谷地
270）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１０ブロック区画整理（その１・
その４）工事に伴い支障となる水
道施設移設補償金　　　　　　　　
　　　　（岩手県奥州市胆沢区小
山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年7月13日 4,140,764

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1082
東北電力（株）岩手支店
（盛岡市紺屋町1-25）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１１ブロック区画整理工事に伴い
支障となる電気工作物移転等工事
費用補償金　　　　　　　　　　　
　　　　（岩手県奥州市胆沢区小
山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年11月28日 2,290,249

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1083
大畑平営農組合
（奥州市胆沢区小山字北大畑平
213）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１０ブロック区画整理（その１）
工事に伴う農業休止補償金（産地
づくり対策交付金相当額）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
（岩手県奥州市胆沢区小山地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年12月14日 1,344,000

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1084
西風営農組合
（奥州市胆沢区若柳字西風124）

いさわ南部農地整備事業西部地域
１ブロック区画整理（その１）工
事に伴う農業休止補償金（産地づ
くり対策交付金相当額）　　　　　
（岩手県奥州市胆沢区若柳地内）

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成17年12月14日 1,873,550

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1085

いさわ南部農地整備事業２３ブ
ロック区画整理工事に伴い発生し
た井戸枯渇に対する費用負担に関
する契約代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成18年2月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1086

いさわ南部農地整備事業２３ブ
ロック区画整理工事に伴い発生し
た井戸枯渇に対する費用負担に関
する契約代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局いさわ南部農地整備事
業所長
中野　芳雄
（岩手県奥州市水沢区中上野町3-
2）

平成18年2月23日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約となることから、場所及び
契約相手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1087
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

電子入札システム機器賃貸借１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 79,731,225

 　電子入札システムは、農林水産省（大臣官房、
林野庁、農業農村整備事業関係）において、発注予
定案件に対する参加資格申請から入札結果公開に至
る一連の入札関連業務をインターネットを介して電
子的に行うことにより、透明性の確保、入札業務の
迅速化、効率化を図ることを目的としたシステムで
ある。現在の電子入札システム機器は、平成１４年
度に一般競争入札により日本電気（株）が落札し、
整備・構築したものであり、機器の保守も含めて同
社と賃貸借契約を締結している。
平成１７年度ただちに新たな契約相手方を選定した
場合は、新たなシステムの構築期間が必要となり、
システムの運用に支障をきたし、業務に多大な影響
を及ぼすこととなるため、日本電気（株）と随意契
約を行うものとする。
（政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合評価）（リース
期間満了時）



1088
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

電子入札システム運用・管理・保
守業務１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 181,440,000

　電子入札システムは、発注予定案件に対する参加
資格申請から入札結果公開に至る一連の入札関連業
務をインターネットを介して電子的に行うことによ
り、透明性の確保、入札業務の迅速化、効率化を図
ることを目的としたシステムである。電子入札シス
テムは、平成１３年度に一般競争入札により日本電
気（株）が開発に着手した。本業務は、このシステ
ムの運用管理保守を行うものである。
　農林水産省の電子入札システムは「電子入札コア
システム開発コンソーシアム」（（社）日本建設情
報総合センター及び（財）港湾空港建設技術サービ
スセンターにより運営）で開発・提供される電子入
札システム（コアシステム）を農林水産省の業務形
態に合わせるとともに、既存の契約システム等との
連携を持たせて機能追加等を行うことにより構築す
ることとして開発に着手し、平成１５年度から農業
農村整備事業に係る入札について運用を開始した。
　電子入札システムは同システムにおいて、障害等
不測の事態が発生した場合、システムの内容及び運
用保守管理業務を熟知していない者と契約した場
合、対応等に不測の日数を要し、業務に多大な影響
を及ぼすこととなる。
　このため、電子入札システムの運用の安定を図る
ため、同システムを開発・構築し、運用管理保守に
携わり精通した日本電気（株）と随意契約をするも
のとする。
（政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合評価）（１８年
度から）

1089
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

関東農政局不正アクセス監視業務　
１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 8,278,200

本業務は、外部接続システムのセキュリティの回線
施設等を良好に維持するための業務である。ネット
ワークシステムの機器及び構築については、日本電
気（株）が作りあげたため、他の業者では既存シス
テムを引き続き使用でず、また新たな機器の導入等
相当の日数及び経費を要し、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1090
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

関東農政局管内農政事務所等不正
アクセス監視業務１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 1,398,600

本業務は、管内農政事務所のＬＡＮ回線について本
省・関東農政局間で使用しているＩＰ－ＶＰＮ回線
を経由してサーバにアクセスし、システム障害や不
正なアクセスを２４時間体制で運用・監視する業務
である。管内農政事務所については、ＩＴ関係の関
東農政局の仕様の統一性の観点から競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1091
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システム賃貸借１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 3,922,905

本システムは、地方農政局において給与計算及び給
与実態調査等の作業の効率化を目的として、平成１
６年度一般競争により沖電気工業（株）が整備・構
築したシステムであり、他の業者では保守を行うこ
とが不可能である。新たな契約の相手方を選定した
場合、機器の導入等相当の日数及び経費を要し、競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

1092
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システム新俸給表等対応
プログラムバージョンアップ１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年3月9日 2,362,500

俸給表が平成１８年４月より大幅に改正となり、地
域手当等も導入される。現在の給与計算システムプ
ログラムでは、新俸給表等に対応できないため、４
月からの給与計算に対応できる新俸給表等対応プロ
グラムへのバージョンアップをする必要がある。
　給与計算システム新俸給表等対応プログラムバー
ジョンアップの契約の相手方を沖電気工業（株）に
選定する理由としては、
①　現在の給与計算システムは、沖電気工業（株）
が開発し内容を熟知していることから、円滑なプロ
グラムの改修が見込まれること。
②  給与計算システムの基礎プログラム部分は、沖
電気工業（株）が所有しているプログラムであり、
他社がこのプログラムを合法的に改修することは、
事実上困難であると思われること。これらのことに
より競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）



1093
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

関東農政局行政情報システム保守
業務１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 12,547,500

本業務は、地方農政局行政情報ＬＡＮシステムの回
線施設等の稼動を良好に維持するための業務であ
り、日本電気（株）が整備・構築した。他の業者で
はシステム内容を熟知しておらず、システム障害の
復旧等に不測の日数を要し、その間ＬＡＮシステム
を使用できず業務に多大な支障を来す。日本電気
（株）は、迅速アフターサービス、な修理及び部品
提供等が可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1094
キャノンシステムアンドサポート
（株）
（さいたま市南区沼影1-20-1）

デジタル複写機（キャノンiR105
外）保守１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 13,877,048

本保守業務は、キャノン製複写機が対象のため構
造・性能等を十分熟知しており、障害時に速やかか
つ円滑な回復が可能であるキャノンシステムアンド
サポート（株）と契約を締結した。また、この複写
機は、平成１５年度に一般競争で更新した機器であ
り引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1095
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

デジタル複写機（リコー
imgioNeo602）保守１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 2,010,556

保守業務は、リコー製複写機が対象のため構造・性
能等を十分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑
な回復が可能である（株）カントーと契約を締結し
た。また、この複写機は、平成１６年度に一般競争
で更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに
契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1096
平成１７年度
※※※※寮における管理業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日
本業務は、信頼性・精通・熟知が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

1097
平成１７年度
※※※※寮における家政業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日
本業務は、信頼性・精通・熟知が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

1098
平成１７年度
※※※※寮における家政業務及び
管理業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日
本業務は、信頼性・精通・熟知が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

1099
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

平成１７年度時事行財政情報モニ
ター(iJAMP)提供業務

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 2,016,000

本業務は中央省庁の動きや管内の地方自治体等にお
ける動き及び農業に関するニュースを早期に把握
し、局内職員に伝達する必要があり、各省庁や地方
自治体の情報は時事通信社以外に配信していないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1100
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

デジタル複写機（リコー
imagioNeo751)保守業務１式

食糧管理特別会計
契約担当官
関東農政局食糧部長
松本　裕志
（埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1)

平成17年4月1日 1,547,280

　㈱カントーは、過去の本機の調達（賃貸借）にお
いて数社比較の結果選定した業者であるが、当該比
較は、本機の日々の使用において必須である保守を
も想定し、賃料・保守料の総合判断にて行ってい
る。このことから、今期の保守役務の調達に当たり
当該役務のみにて㈱カントーよりも好条件を提示し
てくる者が存在するとは考え難く、また、本機がま
だ十分に使用可能な状態にあるにもかかわらず、他
者による保守を求めた場合には、機器自体の入替を
伴うこととなり、本機の撤去費用という余計な経費
負担を生むため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



1101
小山農業協同組合
（小山市神鳥谷1-11-32）

平成１７年度品目横断的対策導入
推進事業委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年8月3日 1,061,000

本事業は､品目横断的経営対策の円滑な導入を図る
ため、モデル地域において対策実施上の課題等必要
なデータ収集を行うものであり、調査結果に基づき
模擬的な対象認定申請手続も行う。調査の性質、調
査成果の精度等から調査対象品目（麦・大豆）の作
付面積が多い小山農協以外にはない。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令に該当）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1102
（株）富士不動産鑑定所
（東京都中央区日本橋茅場町2-
14-1）

不動産鑑定料

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月12日 2,563,050

地域の実情に精通しており、農政局の随意契約の登
録業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1103
（株）シティ・アプレイザル
（東京都渋谷区神宮前3-22-9）

不動産鑑定料

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月12日 2,533,650

地域の実情に精通しており、農政局の随意契約の登
録業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1104
茂木町長
（栃木県芳賀郡茂木町大字茂木
155）

平成１７年度中山間地域農業基盤
整備推進調査（茂木地区基礎調
査）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年6月3日 4,500,000

本業務は、計画の策定をするために必要な地域内の
自然的社会的諸条件・営農の状況・土地の利用所有
の状況等の現況調査、耕作放棄地の把握及び解消方
法の検討、耕作放棄地の未然防止方法の検討、農地
の保全のための下流域の都市住民との交流・協力の
あり方等の検討を行うものである。的確な成果を得
るため、町の長期、短期計画を熟知していること、
各集落との伝達系統を保有していること、地元意向
を的確に把握できること、県及び町の各種計画との
調整等を総合的に行い取りまとめることが必要であ
ることから、当該部分について茂木町との取り決め
の上委託を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1105
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

平成１７年度事業計画管理地区調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月20日 3,000,000

本業務は、那珂川沿岸農業水利事業及び霞ヶ浦用水
（二期）農業水利事業で整備される施設を有効活用
した環境にやさしい「土壌還元消毒技術」並びに露
地栽培の安定化に資する「施肥かんがい技術」の確
立・啓発を行うため、農家のほ場レベルにおける調
査を行い、国営事業地区への適用性及び今後の営農
技術の普及・定着方策について調査検討を行うもの
である。的確な成果を得るため、地域の営農状況に
精通し、かつ現地での課題に即時対応可能な機関て
いなければ成果を得られない部分について茨城県と
の取り決めの上委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1106
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20）

平成１７年度排水対策基盤整備調
査（打越新田地区）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月14日 1,350,000

本業務は、事業計画を策定するに当たり、市町村の
土地利用計画、導入作物等の将来の営農可能性、排
水施設の整備水準とその事業費負担可能性等に関し
て、受益者を含めた関係機関と調整し、計画に反映
させる必要がある。このことから、地域の実情に精
通し、調整能力を必要とする部分について県との取
り決めの上、栃木県に調査委託を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1107
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

平成１７年度土地改良事業計画特
殊調査（平塚新田地区）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月12日 2,700,000

本業務は、関係する土地改良区、市町村等との将来
の維持管理を含めた意見調整や設置予定である調整
池や排水機場周辺の地域住民への配慮とその意向を
調整し、計画に反映させなければならない。このこ
とから、地域の実情に精通し、調整能力を必要とす
る部分について県との取り決めの上、埼玉県に調査
委託を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1108
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

平成１７年度土地改良事業計画特
殊調査（善ヶ島地区）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月22日 2,700,000

本業務は、各種計画を策定するのあたり、受益者や
土地改良区の意向、関係市町村の土地利用計画及び
スーパー堤防の事業主体である国交省との調整結果
を計画に反映させなければならない。このことか
ら、地域の実情に精通し、調整能力を必要とする部
分について県との取り決めの上、埼玉県に調査委託
を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1109
山梨県知事
（甲府市丸の内1-6-1）

平成１７年度景観と調和に配慮し
た基盤整備推進調査（東山梨地
区）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月27日 3,600,000

本業務は、計画策定を行うにあたり、受益者や土地
改良区との意向把握、関係市町村の景観農業振興地
域整備計画との整合及び景観に関する有識者との意
見調整を行い計画に反映させる必要がある。このこ
とから、地域の実情に精通し、調整能力を必要とす
る部分について、県との取り決めの上、山梨県に調
査委託を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1110
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

平成１７年度農用地基盤管理技術
策定調査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月26日 2,000,000

本業務は、小麦の品質・収量の低下が見られること
から、ほ場内排水強化のため補助暗渠等を施行し、
その排水効果を比較検証し、排水強化技術の検討と
国営事業の早期効果発現を支援するため実施するも
のである。的確な成果を得るため、調査地域の小麦
の栽培方法・状況を熟知し、保有している小麦の生
育調査、収量、品質調査さらに、土壌調査や各種土
壌の物理性に関する項目、生育状況、収量・品質等
の調査・分析結果が必要であることから、当該部分
について埼玉県との取り決めの上委託を行うもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1111
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月28日 3,200,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1112
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月28日 2,000,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1113
群馬県知事
（前橋市大手町1-1-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年12月6日 1,950,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1114
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年12月2日 1,164,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1115
千葉県知事
（千葉市中央区市場町1-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月24日 3,000,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1116
山梨県知事
（甲府市丸の内1-6-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月24日 1,200,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1117
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692-
2）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月30日 3,500,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1118
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9-6）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月24日 2,500,000

本業務は、農業農村整備事業実績の把握や土地改良
長期計画の成果目標の達成状況及び農業生産基盤
（農業用基幹水利施設、系統水利、農地及び農業用
ため池）整備状況の把握を調査するものである。事
業主体等として都県管内の事業概要を把握している
都県の協力を下にデータの積み上げが必要であるこ
とから、県との取り決めの上、委託するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1119
茂木町長
（栃木県芳賀郡茂木町大字茂木
155）

平成１７年度中山間地域農業基盤
整備推進調査（茂木地区構想計
画）委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年12月21日 2,500,000

本業務は、茂木町における農業基盤整備事業実施方
策と地元農民の事業参加や費用負担方式のあり方、
基盤整備構想について調査・検討を行うものであ
る。的確な成果を得るため地元意向の把握、短期計
画との調整を図る必要性から地域の実情に精通して
いなければ成果を得られない部分について町との取
り決めの上委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1120
（株）上毛新聞社
（前橋市古市町1-50-21）

平成１７年度ぐんま水土里フォー
ラム企画運営業務の委託

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年7月5日 6,990,000

本業務は、農業・農村や農業農村整備事業について
の理解を促進するため、農業・農村をテーマにした
アトラクションや、群馬県の農業に関するパネル
ディスカッション等を内容とするシンポジウムを開
催するに当たって、その企画、運営等を行わせるも
のである。このように企画・運営・広報などの一体
的な取り組みが必要である業務の性格を踏まえ、本
業務を遂行するためには群馬県内の実情に精通し、
地域の様々なオピニオンリーダーとのネットワーク
を有するとともに、シンポジウム開催の実績に裏打
ちされた企画・運営能力、さらには、地域への情報
発信力を持つ上毛新聞社をおいて他にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1121
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

関東農政局管内農業農村整備情報
ネットワークシステムサーバ賃貸
借１８式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 4,667,250

本件は、農業農村整備情報ネットワークシステムに
おいて関東農政局及び事業（務）所に設置するサー
バ等の機器の賃貸者を行うものである。本賃貸借に
ついては、平成１４年３月に一般競争により日本電
気（株）が設置したものである。新たに契約相手方
を選定した場合、現在の機器の撤去及び新たな危機
の設置に負担を要すること。さらに、機器入替に伴
いシステム運用に支障をきたした場合において業務
に多大な影響を及ぼしかねないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1122
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

農業農村整備情報ネットワークシ
ステムインターネット接続機器賃
貸借１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 29,232,000

本件は、システムからインターネットに接続するた
めに必要な機器の賃貸借である。本賃貸借について
は、平成１５年度に一般競争入札方式で競争し日本
電気（株）と契約締結した。新たな契約相手方を選
定した場合、現在の機器の撤去及び新たな機器の設
置等に負担を要し、また、新たなシステムの再構築
に不測の日数を要することから、システム運用に支
障をきたし業務に多大な影響を及ぼしかねないた
め。
（政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合評価）（リース
期間満了時）

1123
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

契約情報公表機器賃貸借１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 19,748,211

本件は、入札契約情報のインターネットを利用した
公表のためのサーバ等の機器の賃貸借を行うもので
ある。
本賃貸借については、平成１４年度に一般競争入札
方式で競争し日本電気（株）と契約締結した。今年
度に新たな契約相手方を選定した場合は、現在の機
器の撤去及び、新たな機器の設置費等の負担増にな
る。また、新たなシステムの再構築が必要となり、
不測の日数を要するためシステムの運用に支障をき
たし、業務に多大な影響を及ぼすこととなる。この
ことにより、日本電気（株）と契約を締結したもの
である。
（政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合評価）（リース
期間満了時）

1124
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

農業農村整備情報ネットワークシ
ステムインターネット常時監視用
機器賃貸借１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 3,074,400

本件は、事業（務）所において運用されている農業
農村整備情報ネットワークシステムに対する安定稼
動とセキュリティ確保、及び電子入札システムのイ
ンターネット接続に対するセキュリティ確保を目的
とた機器を賃貸借を行うものである。本賃貸借につ
いては、平成１５年度に一般競争入札方式で競争し
日本電気（株）と契約締結した。今年度に新たな契
約相手方を選定した場合は、現在の機器の撤去及
び、新たな機器の設置費等の負担増になる。また、
新たなシステムの再構築が必要となり、不足の日数
を要するためシステムの運用に支障をきたし、業務
に多大な影響を及ぼす。このことにより、日本電気
（株）と契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合評価）（リース
期間満了時）

1125
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

平成１７年度農業農村整備情報
ネットワークシステム常時監視業
務１式

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 55,387,500

本件は、システムの安定稼働とセキュリティ確保を
目的とし、24時間365日の常時監視業務を実施する
ものである。日本電気（株）は既存の環境を利用で
き、監視対象機器についても十分な知識をもってい
るため、新たな環境構築のためのインターネット接
続機器を停止することなく運用が可能なため。
（政府調達に関する協定第15条第1項（ｄ）「互換
性」）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1126
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（松山市山越3-15-15）

e-ＶＬＡＮ回線使用料

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 63,810,386

本件は、農政局と事業（務）所間を結ぶ農業農村整
備情報ネットワークシステムに必要な広域イーサ
ネット回線網である。本回線網は新規システム（電
子入札システム）やインターネットアクセス頻度の
増加に伴い、十分な回線量を必要とするため全国で
運営している唯一の者であるＮＴＴコミュニケー
ションズ（株）と平成１６年度からサービスの提供
をされているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1127
パナソニックＳＳエンジニアリン
グ（株）
（横浜市港北区綱島東2-6-54）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業　
明石揚水機場水管理設備制作据付
その１工事

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成18年1月26日 22,575,000

　１）本地区の水管理システムは、受益地の水需要に応じて順次整
備することとしており、このうち、親局（中央管理所）及び子局１
０局と孫局７局は、これまでに整備され、パナソニックＳＳエンジ
ニアリング（株）が施工している。・平成５年度：親局 ・平成６年
度以降：子局、孫局
　２）つくば線に関わる受益地については、年々通水必要面積が増
加しており、平成１８年度以降の必要水量を送水するためには、明
石揚水機場の運転ができるようにポンプ３台の設置（発注済）と併
せて揚水機運転に必要な水管理システムを整備する必要がある。平
成１８年度は新たに２６１ｈａに対し通水することで地元調整を了
し水路工事を実施しており、１８年度の代掻き期前に間に合うよう
に本工事を実施する必要があるものである。
　３）今回改造・移設等をする明石揚水機場つくば操作所（子局）
の水管理施設設置工事は、この水管理システムの一環であり、既に
整備されたシステムや設備と密接不可分の関係にある。今回発注予
定工事の請負者と前工事の請負者（パナソニックＳＳエンジニアリ
ング（株））が異なる場合には、システム全体の信頼度や既設設備
の保守管理責任の範囲が不明確になるなどの問題が生じる恐れが大
きいことから、前工事の請負者による一貫した施工が適当と判断さ
れるため、前工事の請負者と随意契約を行おうとするものである。
　４）随意契約とする根拠は以下のとおりである。会計法第２９条
の３第４項において「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、
緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付す
ることが不利と認められる場合においては、政令の定めるところに
より、随意契約によるものとする。」こととされており、今回の工
事の場合には「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当
する。
　今回の工事の場合には、「公共工事における随意契約のガイドラ
イン中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」によると、「契
約の性質又は目的が競争を許さない場合（予決令第102条の4第3
号）」の中の「既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工
者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が
生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事」に該当す
る。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1128
（社）茨城県公害防止協会
（水戸市桜川2-2-35）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
水質調査委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年8月23日 4,536,000

　本委託は、霞ヶ浦用水農業水利事業で造成された
調整池等の水質を調査し、本地区の平成１７年度に
おける水利用に伴う水質の変化等を把握するために
各種水質データの採取を行うものである。
　本委託を行う上においては、受益者はもとより一
般住民からの信頼を得られるデータとするため、水
質分析に関する豊富な知識と経験を有し、茨城県内
で同種業務を実施しているため行政的経験を基本と
した統一的な視点での分析、的確なデータ照査を行
う事が可能な社団法人茨城県公害防止協会に委託す
ることがより効率的であるため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1129
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
畑地かんがい利用調査委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年6月16日 2,564,000

　本委託業務は、霞ヶ浦用水（二期）事業の効用の
円滑かつ早急な発現のため、霞ヶ浦用水が通水して
いる地区における畑地かんがい営農状況並びに水利
用状況及びかん水効果を調査し、畑地かんがい営農
の推進資料を作成するものである。
　本業務を行う上においては、畑地かんがいの実施
による効果を検証し、地元関係機関（農協・農業普
及センター等）や農家に対し普及・指導する能力を
有していることが必要である。
　これらの業務実施の条件を満たす者は茨城県に限
られることから、茨城県と事前に取り決めを行った
上でこの者と随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1130
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
営農実態調査委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年6月16日 4,684,000

　本委託業務は、霞ヶ浦用水が未通水の受益地区に
おいて、営農実態調査及び畑地かんがいモデル実証
ほ場による畑地かんがい効果の実証調査等を行い、
今後の畑地かんがい事業の推進資料を作成するもの
である。
　本業務を行う上においては、畑地かんがいの実施
による効果を検証し、地元関係機関（農協・農業普
及センター等）や農家に対し普及・指導する能力を
有していることが必要である。
　これらの業務実施の条件を満たす者は茨城県に限
られることから、茨城県と事前に取り決めを行った
上でこの者と随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1131
茨城県土地改良事業団体連合会
（水戸市宮内町3193-3）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
同意署名簿編纂等委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成18年3月3日 4,851,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1132
霞ヶ浦用水土地改良区
（下妻市北大宝219-2）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
土地改良施設の管理使用に関する
平成１７年度委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日 26,114,000

本委託業務は、霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業に
よる造成施設の管理を、土地改良法第８５条第２項
に規定に基づき公告を行い、同法第８６条による農
林水産大臣の適否の決定を受けた管理者に委託する
ものであり、契約の相手方が法令により一に定めら
れているため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1133
霞ヶ浦用水土地改良区
（下妻市北大宝219-2）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
南椎尾調整池貯水、利水に伴う周
辺調査委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日 2,026,500

　 本委託業務は、農林水産省と（独）水資源機構
の共有財産である南椎尾調整池について、平成５年
４月１日に締結した「南椎尾調整池管理規定」に定
める管理責任者を同調整池に置き、周辺調査及び適
正な管理、緊急時の対応を行わせるものである。同
調整池の管理費負担は同規定に基づき農林水産省６
７％、（独）水資源機構３３％となっている。
  このためには、施設の維持管理に関する高度な技
術力や、水源を管理する（独）水資源機構との調整
能力を有していることが必要である。
　また、霞ヶ浦用水土地改良区は、土地改良法第８
５条第２項に規定する土地改良施設の予定管理者で
あり、土地改良法第３条に規定する受益者の同意を
得た者である。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1134
（財）関東電気保安協会
（水戸市白梅1-4-35）

霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業
揚水機場等電気保安管理委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年11月22日 1,278,270

　本業務は、電気事業法及び関東農政局自家用電気
工作物保安規定に基づく年次点検を行うものであ
る。
　本業務の施行にあたっては、過年度より当地区の
電気設備の点検を行い施設設備を熟知しているこ
と。　また、電気事業法による電気主任技術者を多
数保有し、保安管理業務を専門としている「（財）
関東電気保安協会」であればより安価で安全・円滑
かつ適切な業務の施行が確保できることから本業務
を「（財）関東電気保安協会」に委託することとす
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1135
平成１７年度庁舎舎敷地（平成１
７年４月１日～平成１８年３月３
１日）借受料

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1136
東京電力（株）茨城支店
（水戸市南町2-6-2）

平成１７年度笠間支所建物（平成
１７年４月１日～平成１８年３月
３１日）借受料

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日 1,562,400

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1137
平成１７年度宿舎敷地借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日
職員宿舎敷地の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1138
平成１７年度宿舎敷地借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日
職員宿舎敷地の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1139
平成１７年度宿舎敷地借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日
職員宿舎敷地の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1140
平成１７年度宿舎敷地借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日
職員宿舎敷地の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1141
平成１７年度宿舎建物借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1142
平成１７年度宿舎建物借受料（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1143

平成１７年度家政業務請負代金　
　　
　　
　　
　　
　　

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年4月1日
対象物件の近隣在住等の条件を付け、面接の希望を
募った結果、希望者が１者しかいなかったため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1144
猿島幹線その１０工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年5月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1145
笠間幹線水路その１９工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年10月24日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1146
笠間幹線水路その１７・１８・１
９工事
（物件移転等補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年11月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1147
笠間幹線水路その２７工事
（区分地上権設定）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年12月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1148
笠間幹線水路その２５・２６・２
７工事
（物件移転等補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年11月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1149
笠間幹線水路その２６工事
（区分地上権設定）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年12月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1150
笠間幹線水路その２７工事
（区分地上権設定）

分任支出負担行為担当官
関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事
務所長
柴田　知広
（茨城県下妻市下妻丙４０３－
１）

平成17年12月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1151
印旛沼土地改良区
（佐倉市山崎143）

建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
清水　洋一
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年4月1日 1,260,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1152 家政業務請負契約

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
清水　洋一
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年4月1日

この業務は、庁舎内の清掃が主たるものであり、以
前からこの業務に携わり本業務について精通・熟知
した者と契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1153
那須野ヶ原土地改良区連合
（那須塩原市接骨木447-8）

農業農村整備推進環境保全技術調
査委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
清水　洋一
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年4月28日 1,500,000

本調査は、栃木県那須野ヶ原地域において、地域資
源である「きれいな水と豊かな土」の維持活動等を
通じた環境保全型農業の展開と当該地域資源の下で
実施されるブランド農業による安定した農業経営へ
の道筋を明らかにするとともに、環境保全型農業を
推進するための農業農村整備事業を展開する基礎資
料とするため、地域における農業用水等の水質の実
態及び地域で実施されている環境保全型農業の現状
を把握整理するものである。本調査の対象となる地
域は、那珂川と箒川に挟まれた約40,000haに及ぶ広
大な扇状地であり、田、畑及び牧草地が点在してお
り、限られた農業用水を利用しつつ地域特性を生か
した様々な営農が行われている。このため、本調査
を適切かつ効率的に実施するためには、地域の農業
用水の利用実態に係る情報、営農情報及び環境保全
型農業に係る情報を有している者に実施させること
が必要不可欠である。那須野ヶ原土地改良区連合
は、本地域の農業用水を管理し地域の農業用水の利
用実態に係る情報を有しているとともに、農業用水
の適正配分に資するため営農情報を含むＧＩＳを整
備している。さらに、当連合は、全国に先駆け、
「農業特産物の生産と食育、エネルギーの地産地
消」等を盛り込んだ「人と自然に優しい地域再生プ
ロジェクト」の遂行に携わるなど地域の環境保全型
農業に関して豊富な情報も有しており、本調査に不
可欠な情報を整理し提供し得る唯一の者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1154
日本工営（株）千葉営業所
（千葉市中央区新田町2-6）

農業水利ストック有効活用緊急整
備調査　農業水利ストックマネジ
メント基本フレーム検討業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
清水　洋一
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年6月2日 24,045,000

本業務は、国営土地改良事業等により造成された基
幹的な農業水利施設を適切に予防保全及び更新して
いくための運用計画を導くまでの一連の枠組みとな
るストックマネジメントの基本フレームの構築に関
する作業を行い、ストックマネジメント実施に必要
な各種情報項目の抽出及び調査手法の検討を行うも
のである。
本業務はプロポーザル方式による技術提案書の審査
結果による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り



1155
栃木県土地改良事業団体連合会
（宇都宮市平出町1260）

地区地番図作成及び受益面積調査
（鬼怒川中部二期地区）委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
清水　洋一
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年7月1日 2,000,000

本調査は、過年度に国営事業が実施された鬼怒川中
部地区において、新たに整備構想を策定するにあた
り、現地調査及び関係土地改良区の協力を得て昨年
度作成した用水系統ＧＩＳデータに、耕地区分条件
（土壌、傾斜、区画形状、土地利用区分）データを
付加して本地区の受益面積の集計整理を行うととも
に、土地改良法に基づく、３条資格者の特定を行う
ための基礎となる地区地番図を作成するものであ
る。本調査の対象となる地域の面積は約9,000haと
極めて広大であり、作業を効率的に行うとともに調
査精度の確保を図るためには、現地の事情に精通し
ているとともに、関係土地改良区との連絡調整を円
滑に図ることができ、かつ、ＧＩＳに係る知見を有
していることが必要不可欠である。このため、関係
土地改良区がその会員となっており、日頃からの指
導等を通じて現地の事情に精通しているとともに、
関係土地改良区との円滑な連絡調整により業務を遂
行することが可能であり、かつ、本調査対象地域を
含む栃木県下において多数の同種業務の実績を有す
る栃木県土地改良事業団体連合会に本業務を実施さ
せることが、最も適当と認められる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1156
中間法人東京農業大学出版会
（東京都世田谷区桜ヶ丘1-1-1）

地域整備方向検討調査（櫛挽地区
営農計画調査）委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年8月12日 4,000,000

本調査は、地域整備方向検討調査「櫛挽地区」の整
備構想検討の一環として、アンケート調査、集落座
談会及び地域フォーラムを通じて、畑地かんがいに
係る営農上の課題を把握し、本地区における畑地か
んがいの導入推進に係る普及啓発を図るとともに、
地域の意向を十分に反映した営農計画を取りまとめ
るものである。本調査の実施にあたっては、畑地か
んがいの確実な導入推進に資するため、地区の営農
課題を的確に捉えた営農計画を策定し普及啓発を図
ることが必要であることから、畑地かんがいに係る
営農上の課題の把握手法及びこれらの課題に対する
対策手法について幅広い知見を有しているととも
に、畑地かんがいに係る普及啓発活動のための企
画、意見集約及び誘導に関する高度なノウハウを持
つ者に実施させることが必要不可欠である。このた
め、畑地かんがいに係る営農計画に関する情報を多
数蓄積しており、かつ、全国に展開する東京農業大
学校友会等の活用を通じて、畑池かんがい研究者等
より高い見地からの幅広い意見が得られるととも
に、営農計画の普及啓発のための集落座談会や地域
フォーラムの企画運営に係る実績を多く持ち、多方
面からこれらの企画運営について高い評価を得てい
る有限責任中間法人 東京農業大学出版会に本委託
事業を実施させることが、最も適当である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1157
新利根川土地改良区
（稲敷市幸田3542）

国営造成水利施設保全対策指導事
業新利根川沿岸地区土地改良財産
に係る区分地上権設定等実態調査
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年8月29日 2,600,000

本調査は、国営土地改良事業で造成されたトンネ
ル・管水路等の土地改良施設に係る区分地上権等の
権利の取得及び基本事業において設定した区分地上
権等の期間満了に伴う設定期間の更新を行うための
基礎調査として、現時点での権利設定状況を事前に
調査するものである。具体的には、土地改良施設の
区分地上権等の設定状況を確認するとともに、関係
土地所有者及び権利者の土地登記簿の調査、公図の
転写、抵当権の設定の有無、権利者等の特定を行
う。このため、本調査の目的達成に当たっては現地
の地形状況に詳しく、土地利用状況の変化及び用地
事務に熟知していることが重要である。新利根川土
地改良区は、国営事業により造成した施設の管理を
受託しており、地区内施設の配置状況や地形状況、
地域の状況に精通しており、本調査を適切かつ効率
的に行い得る唯一の者である
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1158
石岡台地土地改良区
（石岡市南台3-2-1）

国営造成水利施設保全対策指導事
業石岡台地地区土地改良財産に係
る区分地上権設定等調査

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年8月29日 1,400,000

本調査は、国営土地改良事業で造成されたトンネ
ル・管水路等の土地改良施設に係る区分地上権等の
権利の取得及び基本事業において設定した区分地上
権等の期間満了に伴う設定期間の更新を行うための
基礎調査として、現時点での権利設定状況を事前に
調査するものである。具体的には、土地改良施設の
区分地上権等の設定状況を確認するとともに、関係
土地所有者及び権利者の土地登記簿の調査、公図の
転写、抵当権の設定の有無、権利者等の特定を行
う。このため、本調査の目的達成に当たっては現地
の地形状況に詳しく、土地利用状況の変化及び用地
事務に熟知していることが重要である。石岡台地土
地改良区は、国営事業により造成した施設の管理を
受託しており、施設に係る土地の換地業務、用地事
務を行うと共に、地形状況、地域の状況に精通して
おり、本調査を適切かつ効率的に行い得る唯一の者
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1159
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

都市化地域水循環改善実証調査業
務委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年8月29日 4,605,000

本調査は、利根大堰地域を対象として冬期試験通水
（国交省実施）による都市部や混在化地域における
水循環の改善効果を実証することを目的として実施
している「都市化地域水環境改善証調査」（平成１
４年～平成１８年度）の一環として実施するもので
あり、非かんがい期の必要水量を概定するための基
礎資料となる水質及び生息魚類を主とした生態系調
査等を行うものである。本冬期通水試験について
は、平成５年度から開始しており、平成１１年度に
は、冬期用水の位置付け及び通水方法等を討議する
ことを目的として、「利根大堰に関わる冬水懇談会
及び連絡会（構成：国交省関東地方整備局、関東農
政局、関係土地改良区、関係市町、水資源機構、埼
玉県関係部）が設立され、その事務局を埼玉県が
担っている。埼玉県は、当該地域の実情、施設の状
況、冬期通水に係る過去の詳細な経緯等を熟知して
おり、かつ、関係改良区及び関係市町等との連携・
調整も容易にでき、加えて、本調査に必要な生息魚
類党の調査に係る専門分野として、埼玉県農林総合
研究センター水産研究所の組織も有していることか
ら、本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者
である埼玉県と事前に委託事業取り決めを交わすも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1160
印旛沼土地改良区
（佐倉市山崎143）

全体実施設計印旛沼二期地区維持
管理費実態調査その他業務委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年9月1日 4,500,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1161
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20

国営造成水利施設保全対策指導事
業国営造成施設に関連する慣行水
利用施設調査委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年10月28日 2,600,000

「国営鬼怒川中部」、「国営鬼怒中央」地区の水利
権変更協議（H17.3.31協議書提出）において、河川
管理者からは地区内の慣行水利権の許可化が求めら
れており、当該国営地区に係る水利権の許可機関は
５ヶ年にするとされたことから、zこの５ヶ年で地
区内の慣行水利権に係る現況調査、地元調整等を行
う必要がある。また、「国営芳賀台地」地区におい
ても現行水利権協議時（H8.6.25同意）から地区内
の慣行水利権の許可化が求められてきたところか
ら、水利権更新時（H18.3.31期限)許可化の進捗状
況及び今後のスケジュール等の説明を行う必要があ
る。本調査は、現況調査、既存の資料等に基づき、
慣行水利権の許可化に必要な資料の作成等を行うも
のである。本調査の遂行に当たっては、地元に精通
し、慣行水利施設の状況を熟知していることはもと
より、地元調整、地域の営農推進計画及び国営事業
地区（鬼怒川中部地区、鬼怒中央地区、芳賀台地地
区）と関連事業の事業計画内容に熟知していること
が重要となることから、栃木県に実施させることが
最も適当であり栃木県と事前に委託事業取り決めを
交わすものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1162
特定非営利活動法人日本水フォー
ラム
（東京都千代田区麹町1-8-1）

国営造成水利施設保全対策指導事
業農業水利システムの運用実態に
係る海外事例水利用調査委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成17年11月16日 5,000,000

本調査は、水利施設全般について、長寿命化を目的とした海外の多
様な取り組みや管理体制・管理組織についての事例を幅広く調査す
ると同時に、水利施設の機能低下による公益的機能の損失やその対
策の事例を収集・分析し、参考図書としてとりまとめ、農業水利施
設の長寿命化による既存ストックの有効活用の実現に向けて、適切
な機能診断に基づく予防保全手法の確立に資するものである。本調
査における水利施設の長寿命化対策に係る海外事例調査を遂行する
に当たり、各国第３回世界水フォーラム閣僚級国際会議でとりまと
められた「世界の水問題解決のための具体的行動に関わる水行動
集」（PWA）における「農業用水の効率化」を達成するための方法と
してあげられているかんがい施設の調査、改修方法、維持管理手法
等の検討が求められていることから、各国におけるPWAの取り組みも
踏まえた調査を行うことが効率的である。さらに、第４回世界水
フォーラム等の各種国際会議を有効に活用すると同時に、各種国際
機関と連携して幅広く海外事例の情報・知見の収集を行う必要があ
り、そのためには海外各国・各国際機関の水関係者との協働が可能
な専門機関に委ねることが不可欠である。日本水フォーラムは、第
３回世界水フォーラム事務局を前身とする特定非営利活動法人であ
り、第３回世界水フォーラムの経験等を維持発展させるためにPWAの
フォローアップ活動を実施をしている団体であり、第３回世界水
フォーラム時に培った人脈ネットワークと、収集・構築した膨大な
データベースを活用した国内外の様々な水問題に関する調査が可能
である。また、同法人は、シンクタンク活動、世界中の水関係者と
のコネクションを生かした情報提供活動、人材教育・啓発活動を三
本の柱として活動しており、国連水関連機関や主要ＮＧＯ、研究機
関などとの協働、各種主要国際会議等への参加やワークショップ・
国際会議の開催を通じ、世界の水をめぐる草の根レベルでの状況野
菜心の水情報などの収集・整理に熟練しており、本調査の円滑かつ
効率的な実施に不可欠な専門ノウハウを有している。特定非営利活
動法人日本水フォーラムは、世界水フォーラム参加国など海外にお
ける取り組みを踏まえつつ、長寿命化を目的とした海外の多様な取
り組みや管理体制・管理組織についての事例を幅広く調査すると同
時に、水利施設の機能低下による公益的機能の損失やその対策の事
例を収集・分析する本調査を適切かつ効率的に実施することができ
る唯一の者である
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1163
茨城県土地改良事業団体連合会
（水戸市宮内町3193-3）

農業水利ストック情報データベー
スシステム施設基本情報整備業務
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年1月5日 3,000,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ茨城県内土地改良区の連合組織で
あることから、茨城県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1164
（株）日本水工コンサルタント関
東支店
（さいたま市浦和区高砂3-10-4）

地域整備方向検討調査　鬼怒川中
部二期地区　施設整備計画検討業
務

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年1月11日 6,930,000

本業務は、地域整備方向検討調査の一環として、国
営鬼怒川中部地区で造成された施設の老朽化に伴う
機能低下に対する整備計画の検討及び環境との調和
に配慮した施設整備計画の検討を行うものである。
本業務はプロポーザル方式による技術提案書の審査
結果による。（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1165
群馬県土地改良事業団体連合会
（前橋市箱田町350）

農業水利ストック情報データベー
スシステム施設基本情報整備業務
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年2月10日 1,380,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ群馬県内土地改良区の連合組織で
あることから、群馬県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1166
埼玉県土地改良事業団体連合会
（さいたま市浦和区高砂3-12-9）

農業水利ストック情報データベー
スシステム施設基本情報整備業務
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年2月10日 2,000,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ埼玉県内土地改良区の連合組織で
あることから、埼玉県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1167
栃木県土地改良事業団体連合会
（宇都宮市平出町1260）

農業水利ストック情報データベー
スシステム施設基本情報整備業務
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年2月10日 1,708,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ栃木県内土地改良区の連合組織で
あることから、栃木県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1168
千葉県土地改良事業団体連合会
（千葉市美浜区新港249-5）

農業水利ストック情報データベー
スシステム施設基本情報整備業務
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年2月10日 4,200,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ千葉県内土地改良区の連合組織で
あることから、千葉県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1169
鏑川土地改良区
（富岡市富岡1726-1）

国営造成水利施設保全対策推進事
業国営鏑川地区取水トンネル部付
着貝生息状況調査委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所長
牧野　雅美
（千葉県柏市根戸４７１－６５）

平成18年2月14日 3,822,000

国営鏑川農業水利事業で造成した南２号幹線取水ト
ンネル内において、平成１６年から２ヶ年で流水断
面（側面及び底面）に貝が異常発生し流水阻害要因
（５～２５cm厚）となっている。群馬県自然環境課
が、群馬県自然環境調査研究会にこの貝の種類につ
いて同定を依頼した結果、これまでの全国における
生息範囲が、近畿及び中部地方圏域に位置する琵琶
湖・揖斐川・木曽川・長良川・淀川のいずれも河口
付近でしか確認されていなかったカワヒバリ貝であ
ることが判明した。一方、環境省は、平成１８年２
月１日付けでこのカワヒバリ貝を「外来生物法」に
基づき特定外来生物に指定するなど、同貝が地域の
生態系に与える影響が大きいものと考えられる。特
に本地域は、利根川水系の上流に位置しており、下
流への生息の拡大化、農業水利施設に与える流水阻
害などの悪影響、大量死後の水質悪化が懸念される
ことから、本調査は、今後の発生状況のモニタリン
グを行うために、水田かんがい期（断水不可）及び
貝の産卵期前に防除及び調査を実施するものであ
る。本調査の実施に当たっては、限られた期間内に
早急に、一時断水により作業を行うこととなり、ま
た、水需給の調整と作業における安全管理を適切か
つ確実に行うことが求められる。そのためには、当
該施設について熟知している者に本調査を実施させ
る必要があることから、農水省から当該施設の管理
委託を受けている鏑川土地改良区に、施設の管理情
報を踏まえ、本調査を実施させることが必要不可欠
である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1170
静岡県土地改良事業団体連合会
（静岡市葵区追手町9-6）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査田んぼの生き物調査（静岡
県）の委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年5月20日 3,465,000

この調査は水田整備をする上での生物環境に配慮す
る手法等について提言するものであるが、静岡県土
地改良事業団体連合会は調査地区の農業水利を把握
する土地改良区が加入している団体であり、学識経
験者との繋がりが深く現地に精通している唯一の団
体のため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



1171
牧之原畑地総合整備土地改良区
（島田市中溝町1726-4）

平成１７年度国営完了地区フォ
ローアップ調査牧之原地区施設管
理状況等実態調査の委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年9月21日 1,396,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1172
釜無川右岸土地改良区連合
（南アルプス市飯野2815-5）

平成１７年度地域整備方向検討調
査釜無川沿岸地区受益面積変動調
査の委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年10月20日 1,400,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1173
山梨県土地改良事業団体連合会
（甲府市蓬沢1-15-35）

平成１７年度地域整備方向検討調
査釜無川沿岸地区受益図作成業務
の委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年10月24日 3,600,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1174
山梨県土地改良事業団体連合会
（甲府市蓬沢1-15-35）

平成１７年度農業水利施設ストッ
ク有効活用緊急調査（山梨県）の
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成18年1月20日 1,512,000

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ山梨県内土地改良区の連合組織で
あることから、山梨県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1175
静岡県土地改良事業団体連合会
（静岡市葵区追手町9-6）

平成１７年度農業水利施設ストッ
ク有効活用緊急調査（静岡県）の
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成18年1月23日 1,774,500

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ静岡県内土地改良区の連合組織で
あることから、静岡県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1176
長野県土地改良事業団体連合会
（長野市大字南長野字宮東452-
1）

平成１７年度農業水利施設ストッ
ク有効活用緊急調査（長野県）の
委託

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成18年1月23日 1,270,500

現在、基幹的水路など農業水利ストックは約４万５
千Kmにも及び、これらの施設については適正に管理
し、長寿命化に向けた予防保全策・更新等を実施す
ることにより、長期的・計画的なライフサイクルコ
ストの低減を図る必要がある。これらを効率的に実
施するためには農業水利施設情報のデジタル化・カ
ルテ化を図り、一元的なデータベースの整備が必要
なため、システム（農業水利施設情報データベース
システム（以下「システム」という。））が構築さ
れ、平成１９年度から本格的な運用が予定されてい
るところである。本調査は本格的な運用を前にデー
タベースシステムに位置付けられた農業水利施設情
報データの収集・入力等を行い、データベースシス
テムを整備することを目的とするものである。これ
ら対象となるデータについては国が管理委託等をし
ている土地改良区の保有している特定の情報（維持
管理費など土地改良区の個人情報を含む）であり、
土地改良区間の調整を図りつつ、今後継続性、整合
性を図ってデータを一元的に処理する必要があるこ
と、かなりの作業量が見込まれることなど、当該業
務の品質を確保する観点から、施設管理の指導・支
援を通じて土地改良区が管理する農業水利施設にも
精通し、関係土地改良区と円滑に連絡調整をはかる
ことができ、かつ長野県内土地改良区の連合組織で
あることから、長野県土地改良事業団体連合会が、
本調査を適切かつ効率的に実施し得る唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1177
遠州夢咲農業協同組合
（菊川市下平川5280）

庁舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日 2,721,600

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1178 宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1179 宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1180 宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1181 宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1182
（株）掛川スーパーマーケット
（掛川市中央2-12-1）

宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管
理事務所長
岩澤　秀世
（静岡県菊川市半済１１００）

平成17年4月1日 913,500

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1183
ＮＥＣリース（株）
（東京都港区芝5-29-11）

省ｽﾍﾟｰｽ型ﾊﾟｿｺﾝほか賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 2,160,586

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1184
キャノンシステムアンドサポート
（株）
（さいたま市南区沼影1-20-1）

現場業務支援ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 6,713,847

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1185
コムシス通産（株）
（東京都港区白金3-21-12）

ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ用WEBｻｰﾊﾞﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借
料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 1,483,623

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1186
三信リース（株）
（東京都中央区日本橋室町3-2-
8）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ定期受付DBｻｰﾊﾞ他ﾊﾟｿｺﾝ賃
貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 1,495,050

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1187
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

農業農村整備情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ機器
保守料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 2,501,100

本契約の保守対象機種は平成15年度に日本電気㈱に
より納入設定された。別途契約の農業農業整備情報
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ常時監視業務」と連携し、迅速な対応が
必要なことから日本電気㈱と契約したものである。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1188
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

工事実績情報等検索提供ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ
等賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 3,594,591

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
（会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1189
松下リースクレジット（株）
（東京都北区王子1-12-4）

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ等賃貸
借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 2,766,960

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1190
三菱電機（株）
（東京都千代田区丸の内2-7-3）

平成17年度電子入札用ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ
接続ｿﾌﾄ保守契約料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 2,408,800

農林水産省電子入札ｼｽﾃﾑを運用するためには農林水
産省認証局から発行されているICｶｰﾄﾞを利用する必
要がある。電子入札陽ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ接続ｿﾌﾄは農林水
産省認証局独自のものであり、ｾｷｭﾘﾃｨの関係等から
詳細仕様は外部へ公開されていない。農林水産省認
証局を開発・構築した社以外が接続ｿﾌﾄを提供する
ことは困難である。よって本契約は開発・構築を
行った三菱電機㈱とするものである。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1191
（株）サン印刷
（東京都中央区日本橋小網町18-
7）

2006年版日本の米ｶﾚﾝﾀﾞｰ購入代

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年12月8日 1,178,400

農業農村整備事業PR用のｶﾚﾝﾀﾞｰの取扱が㈱ｻﾝ印刷し
かなく、各事業所単位での独自発注とした場合、部
数が過小なため割高となるため関東管内事業所等配
布希望部数を取りまとめ発注することとした。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1192
（株）三祐コンサルタンツ
（東京都豊島区北大塚1-13-17）

平成17年度初級者用施設機械学習
ｼｽﾃﾑ「水管理施設編」作成業務請
負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成18年2月10日 13,650,000

本業務は、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式による技術提案書の審査
を持って、最も的確、かつ、適切な提案を行った者
と契約したものである。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

1193
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋二丁目15番12
号）

業務用ｻｰﾊﾞﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 803,775

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1194
（株）インテックリース
（富山市牛島新町5-5）

現場業務支援ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日 990,780

競争入札により契約締結している賃貸借契約につい
て、平成17年度も引き続き契約するもの。現段階で
は機器の優劣の差がないことから、競争入札による
機器交換は効率的でないため。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1195
合宿舎家政業務請負代
(H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日

本業務は合宿舎における急な宿泊者にも対応しなけ
ればならない必要があり、近隣に居住しこれまでの
実績及び信用がある者と契約したものである。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1196

公用自動車運転及び庁舎等環境整
備業務請負代　
　　
　　
　　
　　

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日

本業務は公用自動車運転及び庁舎環境整備が主たる
ものであり平成17年度からこの業務に携わり本業務
について精通・熟知した者と契約したものである。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1197 庁舎清掃業務請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日

本業務は庁舎内の清掃が主たるものであり以前から
この業務に携わり本業務について精通・熟知した者
と契約したものである。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1198 庁舎清掃業務請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長
寺尾　雅人
（埼玉県川口市南町2-5-3）

平成17年4月1日

本業務は庁舎内の清掃が主たるものであり以前から
この業務に携わり本業務について精通・熟知した者
と契約したものである。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1199
阿部建設（株）
（旭市ニの528番地）

両総農業水利事業　万世排水機場
護岸復旧工事請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 4,935,000

平成１６年度工事の実施にあたって、八間川の塩分
濃度を希釈するために利根川の水を万世樋管から取
り入れていたが、この過程で万世導水路（派川大須
賀川）堤防の一部が損壊した。出水期を控えて早急
に復旧を行わなければ更に堤防損壊被害が拡大する
恐れがあるとともに、万世排水機場の運転及び万世
樋管の操作に大きな支障を来す恐れがあるため、平
成１６年度に発注した工事では最も近接した現場で
工事を行っていた阿部建設（損壊現場付近の状況に
精通しており、また、工事実施に当たり地元調整
等、担当技術者はそのまま対応可能である。）と随
意契約を行い、復旧工事を行うものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1200
サンスイコンサルタント（株）東
日本支社
（さいたま市浦和区高砂2-1-20）

両総農業水利事業　東部幹線用水
路実施設計測量その２１業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年7月25日 22,260,000

本業務は、その業務内容からプロポーザル方式に基
づく建設コンサルタント等の特定手続きを行い契約
したものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1201
若鈴コンサルタンツ（株）東京支
店
（東京都豊島区池袋1-13-18）

両総農業水利事業　南郷支線用水
路基本設計業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年8月22日 12,285,000

本業務は、その業務内容からプロポーザル方式に基
づく建設コンサルタント等の特定手続きを行い契約
したものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1202
（株）三祐コンサルタンツ
（東京都豊島区北大塚1-13-17）

両総農業水利事業　南部幹線用水
路実施設計その２１業務請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月26日 26,775,000

本業務は、その業務内容からプロポーザル方式に基
づく建設コンサルタント等の特定手続きを行い契約
したものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1203
（株）ピーエス三菱東京土木支店
 （東京都中央区銀座7-16-12）

両総農業水利事業　大須賀支線用
水路その１－１工事請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年10月27日 55,965,000

本案件は、公募型指名競争入札方式により、技術資
料提出業者４社中、３社を選定して入札に付した工
事である。
開札を行ったところ、落札者がなかったことから２
回の再度入札を行ったが、予定価格に達しなかった
ため、以下の理由から予算決算及び会計令９９条の
２に基づき不落随契によるものと判断した。
①技術資料提出業者がほかにいないため、指名替が
出来ない。
②すでに公募により募集しており、再度公募しても
新たな参加者が見込めない。
③当該工事は、農業用用水路の分水工下流区間の改
修工事であり４月からの営農に支障のないように、
工程上、早急に落札者を決定する必要がある。
④最低入札価格と予定価格が僅差であり、随意契約
の協議が成立すると判断できる。
（予決令第９９条の２）

その他 ―
１７年度限
り

1204
日技クラウン（株）東京支社
（東京都港区芝公園二丁目6番15
号）

両総農業水利事業　南部幹線用水
路下流部等検討業務請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年12月2日 22,050,000

本業務は、その業務内容からプロポーザル方式に基
づく建設コンサルタント等の特定手続きを行い契約
したものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1205
千葉県土地改良事業団体連合会
（千葉市美浜区新港249番地の5）

両総農業水利事業平成１７年度現
場技術その２業務委託代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 25,063,500

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では両総地区関連事業を含めた農業農村整
備事業に精通し、かつ現況施設の管理状況、水利慣
行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　千葉県土地改良事業団体連合会は、両総地区管内
の関連事業に精通し、適正化事業等を通じ、両総地
区の土地改良施設、水利慣行にも精通している。併
せて団体営事業等の事業主体として設計・積算・監
督業務の助言に必要な者を有する唯一の機関であ
る。
　よって、千葉県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1206
両総土地改良区
（東金市東金1163番地）

両総農業水利事業　平成１７年度
現場補償業務委託代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月11日 8,820,000

本事業は旧事業で建設した南部幹線用水路の隧道部
分に区分地上権を設定するための調査を主たる目的
としている。業務の実施にあたっては、現地及び地
元に精通している事が必要であり、現在施設の管
理、操作委託を受けている両総土地改良区以外に旧
事業施設及び地元の双方に精通している者がいない
ため、両総土地改良区と契約を行い、円滑かつ確実
な事業の実施を図る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1207
日通商事（株）東京支店
（東京都中央区築地5丁目6番10
号）

ネットワークシステム用パーソナ
ルコンピュータその１８賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 908,460

平成１５年度に行った指名競争入札の落札業者であ
る、日通商事（株）東京支店と契約締結している賃
貸借について、平成１７年度も引き続き契約するも
のであり、当初の積算も３年間継続を想定したもの
となっている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



1208 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1209 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1210
（株）和総ビル
（東金市東金1152）

建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 2,738,040

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1211 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1212 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1213 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1214 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1215 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1216 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1217 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1218
（有）三星商事
（東京都世田谷区上馬4-2-9-
1010）

建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 1,157,040

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1219 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1220 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1221 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1222
佐原市長
（佐原市佐原ロ2127）

建物賃貸借（佐原支所）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 1,506,684

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1223
（有）エフ・エム・アイ
（茂原市高師955）

建物賃貸借（茂原支所）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 4,788,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1224
両総土地改良区
（東金市東金1163番地）

土地賃貸借（庁舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 2,105,376

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1225 土地賃貸借（駐車場）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1226
両総土地改良区
（東金市東金1163番地）

平成１７年両総農業水利事業　転
用面積等調査業務委託事業

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年6月17日 2,215,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1227
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

両総農業水利事業　両総地区平成
１７年度記録映像撮影業務請負代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年6月28日 2,940,000

本事業の記録映画制作は、平成１４年度にプロポー
ザル契約方式によって記録映画作成企画書（平成１
４年度～平成２１年度）の技術提案書を審査し、そ
の評価結果により（株）公共事業通信社を特定した
ものである。平成１７年度の記録映画撮影業務にお
いても、技術提案書に則り記録映画撮影を行うもの
であり、業務の性格が競争を許さないと判断し随意
契約としたい。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1228
（財）千葉県文化財センター
（四街道市鹿渡809-2）

平成１７年度両総農業水利事業　
第３揚水機場建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査委託代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日 29,243,550

千葉県内の埋蔵文化財に関する調査については、
「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等につい
て」（平成16年3月9日付け教文第779号千葉県教育
委員会教育長通知）に基づき、国・県等が実施主体
となる開発事業については、（財）千葉県文化財セ
ンター（現（財）千葉県教育振興財団）が発掘調査
を実施することとされているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1229
（財）千葉県教育振興財団
（四街道市鹿渡809-2）

平成17年度両総農業水利事業
第３揚水機場建設工事に伴う八幡
神社北遺跡発掘整理調査委託代

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年10月3日 21,035,700

千葉県内の埋蔵文化財に関する調査については、
「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等につい
て」（平成16年3月9日付け教文第779号千葉県教育
委員会教育長通知）に基づき、国・県等が実施主体
となる開発事業については、（財）千葉県教育振興
財団が発掘調査を実施することとされているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1230
松潟揚水機場工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年3月6日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1231
松潟揚水機場工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年3月6日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1232
松潟揚水機場工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年3月6日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1233
岩戸堰建設工事
（建物移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1234
東部幹線用水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1235
東部幹線用水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1236
東部幹線用水路その２７工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1237
東部幹線用水路その２７工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1238
岩戸堰建設工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年11月2日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1239
松潟堰建設工事
（土地使用等補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年11月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1240
岩戸堰建設工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年1月30日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1241
東部幹線用水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年2月8日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1242
東部幹線用水路その２８－２工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年2月20日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1243
第３機場建設工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年7月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1244
岩戸堰建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年8月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1245
川尻水門建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年8月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1246
東部幹線用水路その２６工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1247
東部幹線用水路その２６工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1248
東部幹線用水路その２７工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1249
東部幹線用水路その２９工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1250
東部幹線用水路その３－１工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年10月24日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1251
八間川排水路その７工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年11月1日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1252
東部幹線用水路その３－１工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年3月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1253
八間川排水路その８工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年12月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1254
岩戸堰建設工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年1月10日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1255
東部幹線用水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年1月25日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1256
東部幹線用水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年2月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1257
大須賀川排水路工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年3月1日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1258
八間川排水路工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年3月1日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1259
第３機場建設工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年7月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1260
東部幹線用水路その２８－１工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1261
東部幹線用水路その２８－２工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1262
松潟堰建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成18年1月23日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1263
取付水路建設工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1264
大須賀川支線用水路工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年7月11日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1265
大須賀川支線用水路工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利事業所長
今吉　洋二
（千葉県東金市松之郷２３３３）

平成17年7月11日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1266
北総中央用水土地改良区
（八街市八街ほ113）

平成１７年度土地改良施設の管理
使用に関する委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日 8,196,000

本委託業務は、北総中央農業水利事業による造成施
設の管理を、土地改良法第８５条第２項の規定に基
づき公告を行い、同法第８６条による農林水産大臣
の適否の決定を受けた管理者に委託するものであ
り、契約の相手方が法令の規定により一に定められ
ているため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1267
北総中央用水土地改良区
（八街市八街ほ113）

平成１７年度計画変更同意とりま
とめ委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年6月3日 4,977,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1268
（財）千葉県教育振興財団
（四街道市鹿渡809-2）

平成１７年度北総中央農業水利事
業６号調整水槽建設工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年7月1日 11,689,650

千葉県内の埋蔵文化財に関する調査については、
「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等につい
て」（平成16年3月9日付け教文第779号千葉県教育
委員会教育長通知）に基づき、国・県等が実施主体
となる開発事業については、（財）千葉県教育振興
財団が発掘調査を実施することとされているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1269

庁舎敷地に係る土地賃貸借料　
　　
　
（Ｈ１７．４．１～Ｈ１８．３．
３１）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1270
さくら管理（株）
（佐倉市井野1551-17）

平成１７年４月～平成１８年３月
分　建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日 2,346,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1271
職員宿舎敷地に係る土地賃貸借料
（Ｈ１７．４．１～Ｈ１８．３．
３１）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日
職員宿舎敷地の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1272
（有）ステップハウジング
（八街市八街ほ230-79）

平成１７年４月～平成１８年３月
分　建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日 3,852,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1273
平成１７年度家政業務請負代（庁
舎）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年4月1日

この業務は、庁舎内の清掃が主たるものであり、以
前からこの業務に携わり本業務について精通・熟知
した者と契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1274
８号支線用水路その２工事
（土地使用等補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年12月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1275
８号支線用水路その２工事
（土地使用等補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年12月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1276
２号支線用水路その１工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局北総中央農業水利事業
所長
伊藤　昌
（千葉県八街市八街に４５６－
１）

平成17年10月7日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1277

鹿島建設（株）・西松建設
（株）・株木建設（株）（共同）　
代表：鹿島建設
（東京都港区元赤坂1-2-7　）

那珂川沿岸農業水利事業（一期）　
御前山ダム第三期建設工事

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年3月22日 2,999,850,000

　御前山ダム建設工事は、第一期建設工事の入札時
に全体工事数量を示したうえで、直接関連する他の
工事についても随意契約により締結する予定有りの
条件を明示し契約を行っている。
　本工事は、現在施工中の御前山ダム第二期建設工
事に引き続き、本堤盛立、監査廊、原石山の掘削等
を施工するものである。
　本ダムは、基礎処理から築堤までの一体構造物で
あり、密接不可分な構造で技術的に一貫した施工を
必要とする工事であるため、前工事と後工事の請負
者が異なる場合には、かし担保責任の範囲が不明確
となる工事である。また、本ダムには十分な安全性
が求められることから、基礎岩盤等の一貫した評価
判断、基礎処理及び本堤の盛立の施工管理、品質管
理の一貫性が必要となる。
　前工事で施工した仮設備（電力設備、濁水処理設
備、排水設備等）を引き続き使用することができる
ことから、安全で円滑かつ適切な施工に資するとと
もに仮設備の撤去・設置等に要する経費や工事期間
の節減が可能となる。
　前工事の施工者である㈱鹿島建設・㈱西松建設・
㈱株木建設那珂川沿岸農業水利事業(一期)御前山ダ
ム建設工事共同企業体と随意契約することにより、
安全、円滑かつ経済的な施工が図られる。
（会計法第２９条３第４項及び予決令第１０２条の
４第四項イ）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1278
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所庁舎敷地土地賃貸借
1,691㎡

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1279
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
４戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1280
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
５戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1281
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
２戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1282
（株）スズネン
（水戸市渡里町401）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
４戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日 3,977,040

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1283
香陵住販（株）
（水戸市南町2-4-33）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日 873,900

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1284
香陵住販（株）
（水戸市南町2-4-33）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
１戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日 1,236,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1285
香陵住販（株）
（水戸市南町2-4-33）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所職員宿舎建物賃貸借
７戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日 5,466,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1286
日立キャピタル（株）茨城支店
（水戸市泉町1-2-1）

大型カラーコピー機賃貸借
１台

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日 1,071,000

平成１６年度に締結した契約について今年度も引き
続き契約するもの。現段階で他社との機器の優劣の
差がないこと。また新たな契約とした場合、現在の
機器の撤去及び新たな機器の設置費の負担が発生す
ることとなり効率的でないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1287
（財）茨城県農林振興公社
（水戸市上国井町3118-21）

那珂川沿岸農業水利事業下伊勢畑
畑かん営農実証ほ委託業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月6日 3,055,500

本業務は、畑かん営農の灌漑効果の検証及び栽培作
物別の土壌成分変化等のデータ分析を行うものであ
るが、茨城県における営農指導及び土壌診断等を
行っている財団法人茨城県農林振興公社に限られる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1288
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷3-5）

那珂川沿岸農業水利事業（一期）
御前山環境調査その１業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月7日 9,135,000

本業務は、猛禽類の繁殖期におけるモニタリング調
査を行うものであるが、平成１６年１２月から平成
１７年３月まで調査をもとに４月からの早急な継続
観測を行う必要があり、これは当該調査を実施して
いた太陽コンサルタンツ（株）東京支社以外の業者
では不可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1289
鹿島建設（株）関東支店
（さいたま市中央区新都心11-2）

那珂川沿岸農業水利事業（一期）
環境保全試験業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月20日 2,415,000

本業務は、那珂川産チスジノリの生育保全試験調査
を行うものであるが、平成１６年４月から平成１７
年３月まで試験調査を実施した鹿島建設（株）関東
支店以外の業者では、試験調査が不可能であるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1290
那珂川沿岸土地改良区
（水戸市中河内町958-1）

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
計画地区内河川流量観測調査委託
業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月26日 3,055,500

本業務は、受益農地に通ずる地区内河川の流量観測
等を行い、将来の水管理手法や効率的な水配分を検
討するものである。業務を効率的に行うには、事業
地区内の農業用水の取水、排水の状況を把握し、関
係する土地改良区の用水利用実態に精通したうえで
調査を行うことが重要である。このためには、用水
管理情報や施設台帳等に基づく施設の維持管理情報
を得る必要があるが、これら条件を満たす者は当事
業の推進母体である那珂川沿岸土地改良区に限られ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1291
那珂川沿岸土地改良区
（水戸市中河内町958-1）

那珂川沿岸農業水利事業畑かん営
農用水実証委託業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月26日 2,026,500

本業務は、受益者の協力を得て、ほ場において作物
栽培管理、かん水による作物の生育等のデータ収集
及び分析を行うものである。業務を効率的に行うた
めには、受益農地における現地状況、営農状況、営
農組織等の状況を把握し調査を行うことが極めて重
要である。このためには、調査協力受益者の営農経
営情報や用水管理情報を得る必要があるが、これら
条件を満たす者は従来より受益地内の営農啓発普
及、営農組織指導を行っており、当事業の推進母体
である那珂川沿岸土地改良区に限られるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1292
茨城県土地改良事業団体連合会
（水戸市宮内町3193-3）

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
水田用水量調査委託業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年5月16日 2,740,500

本業務は、那珂川沿岸農業水利事業地域に隣接する
複数の既存土地改良区内の用水量調査を行い、計画
変更における用水計画の基礎資料とするものであ
る。このためには、茨城県内の土地改良区に対する
技術的指導や土地改良事業の調査・情報提供等を通
じ、当地域における土地改良事業の実態や課題に関
する情報を有するとともに、関係市町村や土地改良
区との密接な連絡調整を図ることが必要であるが、
これら条件を満たす者は茨城県土地改良事業団体連
合会に限られるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り



1293
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

那珂川沿岸農業水利事業記録映像
制作業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成18年1月26日 1,365,000

本業務は、那珂川沿岸農業水利事業の工事経過を撮
影し、実写映像の技術資料にするとともに、国営土
地改良事業の啓発活動の一環を担う記録映像を制作
するものである。
本業務は、継続的に実施することが不可欠であり、
過去に撮影した記録映像の保管及び著作権所在の関
係から、従前より当事業の記録映像制作を行ってき
た（株）公共事業通信社以外に契約先はなく、競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1294
茨城県土地改良事業団体連合会
（水戸市宮内町3193-3）

那珂川沿岸農業水利事業管理計画
検討委託業務
１式

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成18年2月2日 2,037,000

本業務は、那珂川沿岸農業水利事業の計画変更作業
を行うにあたり、計画変更後の土地改良区維持管理
費の検討を行うものである。このためには、茨城県
下の土地改良事業の実施状況、及び土地改良区の運
営実態や管理実態に関する情報を有することが必要
であるが、これは関係市町村や土地改良区と連絡調
整を図りつつ統合合併の指導等を実施している茨城
県土地改良事業団体連合会に限られるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1295
御前山ダム二期建設工事
（農業休止補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1296
御前山ダム二期建設工事
（農業休止補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1297
御前山ダム二期建設工事
（農業休止補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1298
御前山ダム二期建設工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1299
御前山ダム二期建設工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1300
成沢送水路飯富その９工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1301
成沢送水路飯富その９工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1302
成沢送水路飯富その９工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1303
成沢送水路飯富その９工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年9月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1304
成沢送水路成沢その６工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
清野　修
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年9月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1305
成沢送水路成沢その６工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年10月17日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1306
成沢送水路飯富その１１工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事
業所長
小澤　與宏
（茨城県水戸市中河内町９６０－
１）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1307

真下建設（株）　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
（本庄市日の出1-5-7）

神流川沿岸農業水利事業　機能診
断調査施設点検補修その他工事　
　　
　　
　　
　
（埼玉県本庄市・児玉郡神川町・
上里町地内）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年12月22日 16,800,000

本工事は、事業計画に基づき各幹線用水路施設の機
能診断調査を行う。機能診断は、断水により実施す
るが、本地区は冬期用水を利用した営農がなされ、
限られた断水期間内に調査を行うこととなる。ま
た、施設の老朽化により、管理者の作業による断水
においても、作業後に漏水障害等が発生しているた
め、調査後に確実に断水後の復旧を確保する必要が
ある。今回断水となる施設の漏水障害等に対する補
修点検工事等を実施し、現状に精通している真下建
設㈱が、本調査期間内に確実に点検・補修等作業を
実施できる有資格業者であることから随意契約を行
う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1308 職員用宿舎借上賃貸借６戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1309 職員用宿舎借上賃貸借２戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1310 職員用宿舎借上賃貸借３戸

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1311
竹並建設（株）
（本庄市西富田303-1）

会議室及び倉庫賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年4月1日 5,040,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1312
日技クラウン（株）東京支店
（東京都港区芝公園2-6-15）

神流川沿岸農業水利事業　羽根倉
池住民参加型整備計画検討業務　
　　
　　
　　
　
（埼玉県児玉郡神川町新里地先）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年5月10日 9,240,000

本業務は、羽根倉池補修工事に先立ち、羽根倉池に
おける環境配慮等の整備計画を地域住民との合意形
成の基に進めるため、住民参加による整備計画を検
討するもので、プロポーザル方式による技術提案書
の審査による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1313
日技クラウン（株）東京支店
（東京都港区芝公園2-6-15）

神流川沿岸農業水利事業　神流川
沿岸地区環境配慮基本構想策定業
務　
　
（群馬県藤岡市、埼玉県本庄市、
児玉郡美里町・児玉町・神川町・
上里町 大里郡岡部町地先）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年6月30日 19,425,000

本業務は、神流川沿岸地区における生態系及び景観
についての環境配慮に関する基本構想を策定するも
ので、プロポーザル方式による技術提案書の審査に
よる。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1314
（株）技術開発コンサルタント
（深谷市上野台440）

神流川沿岸農業水利事業　神流川
頭首工水位等観測調査業務　
　　
　　
　
（群馬県多野郡鬼石町浄法寺及び
埼玉県児玉郡神川町新宿地先）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年7月1日 8,715,000

本業務は、神流川頭首工の改修にあたり、固定堰、
魚道、土砂吐から流下する水位及び取水口部におけ
るゴミの流入状況等を観測調査することにより、魚
道設計、改修時の安全対策への活用及びゴミ対策の
検討を行うもので、プロポーザル方式による技術提
案書の審査による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1315
内外エンジニアリング（株）東京
支社
（東京都台東区松が谷1-3-5）

神流川沿岸農業水利事業　用水路
機能診断手法検討業務　
　　
　　
　　
　
（埼玉県本庄市、児玉郡児玉町・
神川町・上里町地先）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年9月28日 9,765,000

本業務は、神流川沿岸農業水利事業における機能診
断基本方針を基に、冬期用水を確保した上で、該当
する用水路の機能診断方法、診断項目及び診断箇所
数等を検討するもので、プロポーザル方式による技
術提案書の審査による。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（会計法第２９条の３第４
項）

その他 ―
１７年度限
り

1316
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

神流川沿岸農業水利事業　一般国
民向け研修用資料製作業務　
　　
　　
　
（埼玉県本庄市北堀地内）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年12月22日 7,665,000

本業務は、神流川沿岸農業水利事業の推進のため、
事業目的・事業内容等を広く一般にも理解を深めて
もらうための資料を製作するもので、プロポーザル
方式による技術提案書の審査による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1317
（財）日本生態系協会
（東京都豊島区西池袋2-30-20）

神流川沿岸農業水利事業　神流川
沿岸地区エコロジカルネットワー
ク構想策定業務委託
（群馬県藤岡市、埼玉県本庄市、
美里町、児玉町、神川町、岡部
町）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年11月7日 10,017,000

本業務は、環境配慮基本構想を生態系の観点から検
討を行い生態系エコロジカルネットワーク構想の立
案を行う。国内において生態系保全等に関する調
査、研究、提言等の活動を実施している団体である
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1318
羽根倉幹線工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農業水利事
業所長
池田　豊三
（埼玉県本庄市北堀１７００－
２）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1319
静岡県土地改良事業団体連合会
（静岡市葵区追手町9番6号）

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業現場技術その１業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月4日 24,759,000

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では大井川用水地区関連事業を含めた農業
農村整備事業に精通し、かつ現況施設の管理状況、
水利慣行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　静岡県土地改良事業団体連合会は、大井川用水地
区管内の関連事業に精通し、適正化事業等を通じ、
大井川用水地区の土地改良施設、水利慣行にも精通
している。併せて団体営事業等の事業主体として設
計・積算・監督業務の助言に必要な者を有する唯一
の機関である。
　よって、静岡県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1320
（株）建設技術研究所中部支社
（名古屋市中区錦1丁目3番18号）

平成１７年度大井川用水（一期）
農業水利事業榛原幹線水路大井川
サイホン撤去影響検討業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年6月13日 25,410,000

　本業務は、大井川用水（一期）農業水利事業によ
り水利施設の再整備を行うにあたり、新設大井川サ
イホン設置後、既設大井川サイホンを撤去した場合
その影響を評価し、河川構造物への対策工法を検討
するものである。
　本業務はプロポーザル方式による技術提案書の審
査結果による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1321
（社）静岡県産業環境センター
（浜松市篠ヶ瀬町987番地）

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業大井川用水地区環境
現況調査業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月25日 2,142,000

　この業務については、地権者を対象とするため、
大井川農業水利事業に精通し、実績があるうえで、
低周波騒音測定の実績が必要となる。この条件に該
当するのは、環境調査推進機関である（社）静岡県
産業環境センターしかないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1322
静岡県土地改良事業団体連合会
（静岡市葵区追手町9番6号）

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業現場技術その３業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年7月25日 8,022,000

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では大井川用水地区関連事業を含めた農業
農村整備事業に精通し、かつ現況施設の管理状況、
水利慣行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　静岡県土地改良事業団体連合会は、大井川用水地
区管内の関連事業に精通し、適正化事業等を通じ、
大井川用水地区の土地改良施設、水利慣行にも精通
している。併せて団体営事業等の事業主体として設
計・積算・監督業務の助言に必要な者を有する唯一
の機関である。
　よって、静岡県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1323
（株）フジヤマ
（浜松市元城町216番地の19）

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業地域用水環境整備計
画作成業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成18年2月17日 26,250,000

　本業務は、国営農業用水再編対策事業（地域用水
機能増進型）に移行するため、農業用水が本来持っ
ている地域用水機能（防火用水、環境用水等）等の
調査・検討を行い、地域用水環境整備計画（案）を
とりまとめるものである。
　本業務はプロポーザル方式による技術提案書の審
査結果による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1324
大井川右岸土地改良区
（菊川市本所1176番地の2）

平成１７年度大井川用水（二期）
農業水利事業大井川右岸地域支線
用水路等用水実態調査業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成18年2月1日 2,919,000

　本業務は菊川市、掛川市、袋井市及び御前崎市に
位置する大井川用水地区右岸地域の支線用水路等に
おいて流量観測を実施し用水状況等を把握すもので
あるとともに、減水に伴う下流地域の営農及び環境
や生物への影響を緊急調査するものである。このた
め、通常の地域内の用水実態のみならず、下流地域
の営農や水路下流の生物生息状況等において多くの
情報を有し、熟知している必要がある。
　これらに該当するのはこの地において長年土地改
良施設を管理してきている大井川右岸土地改良区の
みであるため。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1325
大井川土地改良区
（島田市中央町27番1号）

平成１７年度大井川用水（一期）
農業水利事業大井川左岸地域支線
用水路等用水実態調査業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成18年2月3日 4,452,000

　本業務は島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、大
井川町及び吉田町に位置する大井川用水地区左岸地
域の支線用水路等において流量観測を実施し用水状
況等を把握すものであるとともに、減水に伴う下流
地域の営農及び環境や生物への影響を緊急調査する
ものである。このため、通常の地域内の用水実態の
みならず、下流地域の営農や水路下流の生物生息状
況等において多くの情報を有し、熟知している必要
がある。
　これらに該当するのはこの地において長年土地改
良施設を管理してきている大井川土地改良区のみで
あるため。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1326
志太幹線水路２号分水工ゲート工
事
（工事費負担金契約）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1327
榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
（農業休止補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月8日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1328
菊川幹線水路工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月18日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1329
菊川右岸幹線水路佐束川サイホン
その２工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年6月14日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1330
榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年7月7日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1331
上小笠サイホン既設管撤去復旧工
事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年7月8日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1332
榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
（区分地上権設定）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年8月22日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1333
赤松幹線水路その３工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年9月8日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1334
榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年9月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1335
菊川右岸幹線水路上小笠サイホン
河川横断工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1336
掛川幹線水路大池調整池その２工
事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年9月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1337
掛川幹線水路大池調整池その２工
事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年9月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1338
菊川幹線水路中俣サイホン管理用
道路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年10月14日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1339
栃山頭首工建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1340
栃山頭首工建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1341
川口取水工水門設備製作据付工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年11月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1342

榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
志太幹線水路工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸　
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月22日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1343

榛原幹線水路大井川サイホン建設
工事
志太幹線水路工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸　
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月22日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1344
志太榛幹線水路その１工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年12月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1345
志太榛幹線水路その１工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年12月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1346
志太幹線水路工事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
伊藤　健一　
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成18年1月25日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1347
赤松幹線水路その３工事
（費用負担）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成18年3月20日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1348
大井川土地改良区
（島田市中央町27番1号）

庁舎敷地賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31）

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年4月1日 22,216,320

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1349
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1350
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1351
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1352
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1353
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1354
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1355
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1356
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大井川用水農業水利事
業所長
江上　博司
（静岡県島田市中央町30-1）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1357
向谷幹線水路１号トンネル建設工
事
（土地取得）

支出負担行為担当官
関東農政局長
松本　有幸
（埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１）

平成17年11月15日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1358
長野県土地改良事業団体連合会
（長野市大字南長野字宮東452-
1）

現場技術委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農業水利事
業所長
小尾　今朝壽
（長野県松本市島立2167-5）

平成17年9月22日 8,767,500

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では中信平二期地区関連事業を含めた農業
農村整備事業に精通し、かつ現況施設の管理状況、
水利慣行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　長野県土地改良事業団体連合会は、中信平二期地
区管内の関連事業に精通し、適正化事業等を通じ、
中信平二期地区の土地改良施設、水利慣行にも精通
している。併せて団体営事業等の事業主体として設
計・積算・監督業務の助言に必要な者を有する唯一
の機関である。
　よって、長野県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1359
（株）三祐コンサルタンツ
（東京都豊島区北大塚1-13-17）

中信平二期農業水利事業　水管理
システム基本設計業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農業水利事
業所長
小尾　今朝壽
（長野県松本市島立2167-5）

平成17年11月8日 6,195,000

高度な専門知識、専門技術、業務経験等を必要とす
るものでありプロポーザル方式による技術提案書の
審査結果による。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1360
梓川頭首工工事用進入路工事（物
件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農業水利事
業所長
小尾　今朝壽
（長野県松本市島立2167-5）

平成18年3月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1361
（株）徳川組
（群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀
1111）

渡良瀬川中央農地防災事業（二
期）　廃川堀改修その１０工事　
　　
　　
　　
　　
　　
　
（平成１７年１１月１６日～平成
１８年３月１７日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年11月15日 35,700,000

本案件は公募型指名競争入札により技術資料提出業
者１５社から１１社を選定し入札に付した工事であ
る。開札したところ落札者がなかったことから２回
の再入札を行ったが、予定価格に達しなかったため
以下の理由から不落随契と判断した。
１．更なる再度入札は予定価格を探知させる可能性
があると判断した。
２．公募型指名競争入札方式のため指名替による再
入札を行ったとしても同様の業者による入札となる
可能性があった。
３．関連する隣接工事との工程調整等の関係から、
早急に落札業者を決定する必要があった。
（予決令第第９９条の２）

その他 ―
１７年度限
り

1362
（有）九合マンション
（太田市飯塚町1406）

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 5,328,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1363

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1364

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1365
（有）メディオアイ
（太田市飯塚町　541-1）

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 2,988,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1366
（株）宮津製作所
（群馬県邑楽郡大泉町仙石3-24-
1）

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 5,400,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1367

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1368

職員宿舎建物賃貸借契約　
　　
　　
　
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1369
太田市長
（太田市浜町2-35）

庁舎建物賃貸借契約（平成１７年
４月１日～平成１８年３月３１
日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 5,859,132

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1370
大和工商リース（株）東京本店
（東京都千代田区飯田橋3-13-1）

会議室及び休養室建物賃貸借契約
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 4,410,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1371
群馬板倉農業協同組合
（群馬県邑楽郡板倉町大字岩田
1003）

東部支所庁舎建物賃貸借契約（平
成１７年４月１日～平成１８年３
月３１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日 2,776,800

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1372
庁舎駐車場土地賃貸借料（平成１
７年４月１日～平成１８年３月３
１日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1373
群馬県土地改良事業団体連合会
（前橋市箱田町350）

渡良瀬川中央農地防災事業技術員
派遣委託業務　
　　
　　
　　
　　
　
（平成１７年４月５日～平成１８
年３月３０日）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長
楠　晴王
（群馬県太田市大島町５８２－
１）

平成17年4月5日 11,749,500

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では渡良瀬川中央地区関連事業を含めた農
業農村整備事業に精通し、かつ現況施設の管理状
況、水利慣行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　群馬県土地改良事業団体連合会は、渡良瀬川中央
地区管内の関連事業に精通し、適正化事業等を通
じ、渡良瀬川中央地区の土地改良施設、水利慣行に
も精通している。併せて団体営事業等の事業主体と
して設計・積算・監督業務の助言に必要な者を有す
る唯一の機関である。
　よって、群馬県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1374
渡良瀬川中央（一期）長堀支線直
接排水路工事
 （土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年9月5日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1375
渡良瀬川中央（一期）長堀支線直
接排水路工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年9月5日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1376
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その９工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1377
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その10工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1378
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1379
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1380
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1381
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1382
渡良瀬川中央（一期）長堀支線直
接排水路工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年5月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1383
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その１０工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1384
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その９工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1385
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その９工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年10月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1386
渡良瀬川中央（一期）鶴巻川改修
その４工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年12月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1387
渡良瀬川中央（一期）鶴巻川改修
その４工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年1月11日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1388
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1389
渡良瀬川中央（二期）神の前・神
明堀遊水池工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年2月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1390
渡良瀬川中央（二期）廃川堀改修
その８工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年9月22日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1391
渡良瀬川中央（一期）常光寺遊水
池工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成17年12月20日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1392
渡良瀬川中央（一期）長堀支線直
接排水路工事
（土地取得）

分任支出負担行為担当官
関東農政局渡良瀬川中央農地防災
事業所長　
楠　晴王
（群馬県太田市大島町582-1）

平成18年3月10日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1393
大同機工（株）
（東京都中央区八丁堀四丁目1番3
号）

大里農地防災事業　幹線導水路水
門製作据付その他工事

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年12月2日 36,855,000

本案件は、公募型指名競争入札方式により、技術資
料提出業者５社中、５社を選定して入札に付した工
事である。
開札を行ったところ、落札者がなかったことから２
回の再度入札を行ったが、予定価格に達しなかった
ため、以下の理由から予算決算及び会計令９９条の
２に基づき不落随契によるものと判断した。
①技術資料提出業者がほかにいないため、指名替が
出来ない。
②すでに公募により募集しており、再度公募しても
新たな参加者が見込めない。
③当該工事は、４月からの営農に間に合わせるた
め、既に施工中の水路から取水するために必要な水
門の製作を行う工事であり、工程上、早急に落札者
を決定する必要がある。
④最低入札価格と予定価格が僅差であり、随意契約
の協議が成立すると判断できる。
（予決令第第９９条の２）

その他 ―
１７年度限
り

1394

大和工商リース（株）さいたま支
店
（さいたま市南区大谷場2-14-
32）

倉庫賃貸借料　１式
(H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年4月1日 2,696,400

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1395

大和工商リース（株）さいたま支
店
（さいたま市南区大谷場2-14-
32）

新倉庫賃貸借料　１式
(H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年4月1日 4,032,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1396
庁舎敷地賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年4月1日

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1397
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1398
職員宿舎賃貸借料
（H17.4.1～H18.3.31)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1399
日技クラウン（株）東京支店
（東京都港区芝公園2-6-15）

大里農地防災事業　大里幹線用水
路実施設計その６業務
(H17.11.17～H18.3.24)

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年11月16日 7,350,000
業務発注に当たり標準型プロポ－ザル方式（技術者
評価型）を採用した。
（会計法第２９条の３の４）

その他 ―
１７年度限
り

1400
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷3-5）

大里農地防災事業　事業誌等編纂
業務
（H18.2.20～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成18年2月17日 3,150,000
業務発注に当たり標準型プロポ－ザル方式（構想・
応用型）を採用した。
（会計法第２９条の３の４）

その他 ―
１７年度限
り

1401
右岸幹線導水路原形復旧工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年7月19日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1402
右岸幹線導水路第１工区建設工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成18年3月24日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1403
荒川左岸幹線用水路建設工事　
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年10月7日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1404

荒川左岸幹線用水路工事、荒川左
岸幹線用水路その２建設工事、奈
良堰幹線用水路その５工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年12月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1405
大里幹線用水路その１２工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年9月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1406
大里幹線用水路その１２工事
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年9月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1407
大里幹線用水路その１２工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年11月18日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1408
大里幹線用水路その１２工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年12月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1409
大里幹線用水路その１２工事
（２）
（土地使用補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年10月12日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1410
玉井堰幹線用水路（代堀）その２
工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成18年3月24日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1411
玉井堰幹線用水路（代堀）その
４，５，６，７工事
（物件移転補償）

分任支出負担行為担当官
関東農政局大里農地防災事業所長
島田　敏夫
（埼玉県熊谷市三ヶ尻２３４９）

平成17年7月25日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1412
（株）百瀬プラント
（安曇野市三郷温2646-1）

拾ヶ堰排水路予備ゲート設置工事

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成18年2月24日 43,050,000

４月より取水開始となるため、製作期間の制限があ
ること、実績のある数社へ聞き取り調査を行い、製
作可能との回答があった㈱百瀬プラントへ製作を依
頼することとする。また、現に契約履行中の施工業
者であり、現場が隣接しているため、運搬費・現場
管理費・一般管理費等の節減を図ることが出来る。
（会計法第２９条の３の４）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1413
長野県土地改良事業団体連合会
（長野市大字南長野字宮東452番
地の1）

技術員派遣委託業務

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月18日 10,405,500

本事業は県営事業・団体営事業等の関連事業との調
整に留意しつつ、旧施設の取扱い、新規路線計画等
の路線選定等を進めながら事業進捗を進めていく必
要がある。
　本業務では安曇野地区関連事業を含めた農業農村
整備事業に精通し、かつ現況施設の管理状況、水利
慣行に精通している者が必要である。
　また、各種情報を事業計画、工事計画へ反映させ
るため設計、積算、監督業務に助言が可能な技術力
を必要とする。
　長野県土地改良事業団体連合会は、安曇野地区管
内の関連事業に精通し、適正化事業等を通じ、安曇
野地区の土地改良施設、水利慣行にも精通してい
る。併せて団体営事業等の事業主体として設計・積
算・監督業務の助言に必要な者を有する唯一の機関
である。
　よって、長野県土地改良事業団体連合会と随意契
約を行うこととする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1414 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1415 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1416
積和不動産中部（株）
（名古屋市中村区名駅四丁目5番
28号）

職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日 846,000

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1417 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1418 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1419 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1420 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1421 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1422 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1423 職員用宿舎借上賃貸借

分任支出負担行為担当官
関東農政局安曇野農業水利事業所
長
佐久間　節雄
（長野県安曇野市豊科田沢７０３
９－４）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1424 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1425 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1426 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1427 建物賃貸借（宿舎）

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年4月1日

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に基づく物件で
ある職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、供給
が一に特定される賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1428
更水建設工業（株）
（長野県上水内郡信州新町大字新
町211-3）

建物賃貸借（庁舎）

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年4月1日 9,960,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1429
（株）八州
（東京都渋谷区笹塚3-26-5）

長野西部農地保全事業　地すべり
対策工データベース改良業務

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年6月14日 5,775,000

本業務は事業所の独自仕様に基づいて開発したデー
タの管理システムの部分改良であることから、現シ
ステムの開発者である（株）八州が実施することが
作業工程の遵守と成果の確実性から見て明らかに有
利と判断されたため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1430
（株）栄設計
（東京都杉並区上荻3-24-13）

長野西部農地保全事業　資料開示
保存等企画業務

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年7月12日 4,200,000

過去の業務実績により本地区の地形地質等を熟知
し、公共施設における常設展示や企画展の企画立案
に多くの実績のある（株）栄設計と契約締結するこ
とにより成果を確実かつ迅速に得ることが出来るた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1431
（株）栄設計
（東京都杉並区上荻3-24-13）

長野西部農地保全事業　地すべり
地域植生調査業務

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年8月11日 13,440,000
プロポーザル方式による技術提案書の審査結果によ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1432
長野県土地改良事業団体連合会
（長野市大字南長野字宮東452-
1）

長野西部農地保全事業　副読本編
纂業務委託事業

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年8月12日 3,475,000

県内各地域の農業、農村の実情を把握し、公報・啓
蒙活動に豊富な経験を持つ長野県土地改良事業団体
連合会への委託が事業の目的を達成する唯一の方法
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1433
国土防災技術（株）長野支店
（長野市大字稲葉826-1）

長野西部農地保全事業　ボーリン
グコア保存業務

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成17年11月1日 10,080,000

当事業地区の地質状況に精通し、加工・輸送・搬
出・保管作業に実績のある国土防災技術（株）と契
約することが、作業工程の遵守と成果の確実性から
有利と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1434
中央開発（株）関東支店
（川口市西青木3-4-2）

長野西部農地保全事業　直轄地す
べり対策事業長野西部地区完工記
念誌編纂業務

分任支出負担行為担当官
長野西部農地保全事業所
江部　春興
（長野県長野市大字安茂里３６０
２－１）

平成18年1月19日 3,465,000

完工パンフレットの成果を利用するため、当所の完
工パンフレットを作成した実績のある、中央開発
（株）と契約することが作業工程の遵守と成果の確
実性から有利と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1435
栃木リコー（株）
（宇都宮市問屋町3172-10）

平成17年度複写機保守管理契約
１台

契約担当官
関東農政局栃木農政事務所長
久保田　英男
（栃木県宇都宮市中央2-1-16）

平成17年4月1日 1,226,364

　本保守業務はリコー製複写機が対象のため、構
造・性能等を十分熟知しており障害時に速やかかつ
円滑な対応が可能である、栃木リコー㈱と契約を締
結した。また、この複写機は昨年に引き続き、無償
の賃貸借契約とともに契約を締結したものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1436
関東マルワ産業（株）
（宇都宮市平出工業団地38-38）

平成17年度複合機保守管理
5台

契約担当官
関東農政局宇都宮統計・情報セン
ター長
落合　通人
（栃木県宇都宮市桜5-1-13）

平成17年4月1日 2,255,911

　この複合機は、平成16年度に一般競争で関東マル
ワ産業㈱から購入した機器であり、複合機の構造・
性能等を十分熟知し、障害時に速やかかつ円滑な対
応が可能である、関東マルワ産業㈱と引き続き保守
契約を締結したものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1437
（株）アイバ
（宇都宮市馬場通り3-4-3）

平成17年度複合機保守管理
１台

契約担当官
関東農政局宇都宮統計・情報セン
ター長
落合　通人
（栃木県宇都宮市桜5-1-13）

平成17年4月1日 1,348,799

　この複合機は、平成15年度に㈱アイバから購入し
た機器であり、複合機の構造・性能等を十分熟知
し、障害時に速やかかつ円滑な対応が可能である、
㈱アイバと引き続き保守契約を締結したものであ
る。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1438
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

地理情報システムSIS購入
MapModeller  1式
ActiveX Manager 5式

契約担当官
関東農政局宇都宮統計・情報セン
ター長
落合　通人
（栃木県宇都宮市桜5-1-13）

平成18年2月7日 2,830,000

　当管内の市町村が保有している地図データ及び県
内の航空写真データ（オルソデータ）の形式を読み
込み、表示、出力可能なGISシステムは、㈱イン
フォマティクスが構築したSISシステムしかないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1439
アクリーグ（株）
（小山市大字外城81-9）

旧黒羽町全域航空写真データ（オ
ルソ画像データ）購入

契約担当官
関東農政局宇都宮統計・情報セン
ター長
落合　通人
（栃木県宇都宮市桜5-1-13）

平成18年2月7日 1,680,000

　旧黒羽町全域のオルソ画像データは2004年11月5
日～12月18日に実施した航空写真撮影が最も新しい
ものであり、その画像データを保有しているのはア
クリーグ㈱しかないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1440
（株）ジェイアール高崎商事
（高崎市下和田町5-3-21）

鉄道高架下用地使用契約５１０㎡

契約担当官
関東農政局群馬農政事務所長
長冨　隆士
（群馬県前橋市紅雲町１－２－
２）

平成17年4月1日 2,590,560

事務所庁舎敷地が狭隘なため来客者等の駐車用地確
保を近隣に求めたが、希望とする用地確保が可能な
業者が（株）ジェーアル高崎商事以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1441
医療法人社団直心会轟健康クリ
ニック
（千葉市中央区汐見丘町23-1）

平成１７年度一般健康診断

契約担当官
関東農政局千葉農政事務所長
東谷　正進
（千葉県千葉市中央区本千葉町１
０－１８）

平成17年8月31日 1,152,060

本所及び県内４箇所での場所ごとに個別に実施すべ
く見積を徴取したところ、結果として同一業者との
契約となった。なお、最も高い契約金額は本所で
650,580円だった。
（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1442
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

SIS MapModeller Ver6.2 USB１　
　　
　　
　　
SIS ActiveX Manager Ver6.2 作
図用ツール付 USB 5

契約担当官
関東農政局千葉統計・情報セン
ター長　
福村　安男
（千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4）

平成18年1月19日 2,829,015

面積調査（母集団整備）精度向上のため、現況の航
空写真と単位区に区切った地図が統合でき、行政界
区ごとや単位区ごとに筆数や面積の集計が可能であ
り、かつ面積調査で使用している農地資源情報シス
テムに含まれるGISデータをそのまま使用できるシ
ステムはSISシステムしかない。このシステムを取
り扱っているのがこの会社以外にはないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1443
荏原冷熱システム（株）千葉営業
所
（千葉市中央区登戸3-4-7）

冷温水発生機改修工事

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局千葉農政事務所長
東谷　正進
（千葉県千葉市中央区本千葉町１
０－１８）

平成17年6月21日 3,990,000

当所で使用している冷温水発生機は受注生産品であ
り、その修理、メンテナンス等に関してのノウハウ
は製造メーカーである荏原冷熱システムのみが有す
るものであることから競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1444
扶桑電通（株）
（東京都中央区八重洲2-10-14）

平成１７年度東京農政事務所深川
倉庫中央監視制御設備予防保守点
検業務

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局東京農政事務所長
前原　浩一
（東京都千代田区大手町1-3-3）

平成17年6月10日 1,738,800

本業務は、監視システムの保守点検であり、ソフト
ウェアに関する知識・技術・調整等のノウハウがな
ければならず、内蔵ソフトは各社独自のものも多い
ため他社での保守が難しく、関連する業者での契約
が妥当と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



1445
（株）九電工東京支店
（東京都豊島区東池袋3-1-1）

平成１７年度東京農政事務所深川
倉庫電気設備守点検業務

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局東京農政事務所長
前原　浩一
（東京都千代田区大手町1-3-3）

平成18年2月10日 2,898,000

本業務は、電気設備関係の保守点検であり、その制
御や配線等に関する知識・技術・調整等のノウハウ
がなければならず、迅速な対応ができなければなら
ない。そのため他社での保守が難しく、関連企業で
の契約が妥当であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1446
日立プラント建設（株）
（東京都千代田区神田美土代町7
番地）

平成１７年度東京農政事務所深川
倉庫エレベーター設備保守管理業
務

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局東京農政事務所長
前原　浩一
（東京都千代田区大手町1-3-3）

平成17年4月1日 2,444,400

本業務は、２４時間体制の遠隔管理を含むエレベ
ター設備の保守管理業務であり、管理業務・点検作
業に関して設置業者独自のシステムで運用されてい
る状況である。そのため設置業者の保守管理部門を
担当する当該業者との契約が妥当であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1447
（財）関東電気保安協会東京東事
業本部
（東京都荒川区南千住7-30-8）

平成１７年度東京農政事務所深川
倉庫自家用電気工作物保安管理業
務

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局東京農政事務所長
前原　浩一
（東京都千代田区大手町1-3-3）

平成17年4月1日 1,047,616

本業務は、自家用電気工作物の保安管理業務であ
る。電気事業法による主任技術者の設置を義務付け
られている当該施設には専任の電気主任技術者がい
ないため、関東東北産業保安監督部長に申請のう
え、当該業者との委託契約。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1448
キャノン販売（株）東京ビジネス
ソリューション本部
（東京都港区港南2-16-6）

複写機保守契約

食糧管理特別会計契約担当官
関東農政局東京農政事務所長
前原　浩一
（東京都千代田区大手町1-3-3）

平成17年4月1日 1,398,856

本契約は、複数年度にわたる期間を前提にした複写
機の賃貸借に係る保守契約のため、該当業者との契
約が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1449
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

電子複写機(ImageoNeo601)賃貸借
２台

契約担当官
関東農政局東京統計・情報セン
ター長　
木村　保雄
(東京都文京区湯島４－６－１５）

平成17年4月1日 982,800

複写機については、平成15年に導入する際、入札を
行っているが、参加したのは当該契約会社のみで
あった。当該契約会社は当センターに近く消耗部品
の供給や故障時などに迅速に対応した実績があるこ
ため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1450
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

電子複写機(ImageoNeo451)賃貸借
２台

契約担当官
関東農政局東京統計・情報セン
ター長　
木村　保雄
(東京都文京区湯島４－６－１５）

平成17年4月1日 952,560

複写機については、平成15年に導入する際、入札を
行っているが、参加したのは当該契約会社のみで
あった。当該契約会社は当センターに近く消耗部品
の供給や故障時などに迅速に対応した実績があるた
め。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1451
（株）カントー
（東京都千代田区九段北1-11-2）

電子複写機（imagioNeo601）保守
料

契約担当官
関東農政局東京統計・情報セン
ター長　
木村　保雄
(東京都文京区湯島４－６－１５）

平成17年4月1日 1,617,733

電子複写機については、当該契約会社よりリコーの
製品を導入しており、また、当該契約会社はリコー
製品の代理店であることから、保守に関しても専門
的な知識を得ており、故障時等において迅速に対応
できる業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1452
（株）ねずらむ
（横浜市神奈川区片倉4-4-1）

電子複写機保守
  imagio NeoC600 　1台
　imagio Neo271   　4台
  imagio Neo452     1台

契約担当官
関東農政局横浜統計・情報セン
ター長
大桑　健正
（神奈川県横浜市中区北仲通５－
５７）

平成17年4月1日 2,475,556
リコー製電子複写機を使用しており、当該契約会社
以外に保守を行うことが不可能のため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1453
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

耕地面積調査母集団整備ソフト購
入

契約担当官
関東農政局横浜統計・情報セン
ター長　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　大桑　健
正
（神奈川県横浜市中区北仲通５－
５７）

平成18年2月8日 2,149,999

耕地面積調査においては、母集団整備をすることと
なっており、当組織の母集団整備に特化して開発さ
れた（株）インフォマティクスの「SIS  
MapModeller Ver6.2  USB及びSIS  ActiveX  
Manager Ver6.2」は、日本国内においては、同社の
みが扱っており、他社や代理店等において販売して
いないことから随意契約を行う。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1454
平成１７年度農林水産省東ヶ丘寮
管理

契約担当官
関東農政局神奈川農政事務所長
伊藤　公一
(横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日
当寮の管理業務について精通しているため｡
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



1455
セコム（株）
（東京都渋谷区神宮前1-5-1）

横浜サイロ警備委託契約

契約担当官
関東農政局神奈川農政事務所長
伊藤　公一
(横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,323,000

本件業務の警備機器は同社が設置し所有しており、
入札等により異業者となった場合、再工事を要し経
費負担を伴うため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1456
大成工業（株）
（市川市田尻3-2-28）

横浜サイロ集塵装置点検補修

契約担当官
関東農政局神奈川農政事務所長
伊藤　公一
(横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年11月21日 1,498,350

本件機械設備は当施設用に同社により作製された独
自の機械設備であり保守点検及び部品の交換には専
門的な技術を要するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1457
アタカ工業（株）東京本社
（東京都台東区元浅草2-6-6）

横浜サイロ温湿度管理装置点検

契約担当官
関東農政局神奈川農政事務所長
伊藤　公一
(横浜市中区北仲通５－５７）

平成18年2月6日 1,764,000

本件機械設備は当施設用に同社により施工された独
自の機械設備であり保守点検及び部品の交換には専
門的な技術を要するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1458
東芝情報機器（株）関信越支社長
野営業部
（長野市東和田689）

電子複写機（東芝）保守

契約担当官
関東農政局長野農政事務所長
野本　康夫
（長野県長野市旭町１１０８長野
第２合同庁舎）

平成17年4月1日 1,498,530

東芝製電子複写機は、前年に引き続き使用するもの
であり、当該契約会社は保守に関して専門的な知識
を有し、また故障時の対応も迅速であるため。
（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1459
（株）蔦友
（長野市大門町41）

電子複写機（リコー）保守

契約担当官
関東農政局長野農政事務所長
野本　康夫
（長野県長野市旭町１１０８長野
第２合同庁舎）

平成17年4月1日 2,018,817

（株）蔦友は、リコー製品の販売、保守管理を主た
る業とする者であり、保守に必要な機器の構造・性
能等を十分熟知し、また、リコー専用の部品を常時
十分に保有し、短時間にかつ迅速・円滑に機器の機
能を回復させることが可能である。仮に、保守管理
等を他社が行った場合、部品の調達、修理等に多く
の時間を要するほか、障害が発生した場合の保証の
問題等、業務に重大な障害を及ぼすことが懸念され
ることから、同者との契約の有利性において随意契
約としたものである。
（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1460
（株）丸陽
（上田市中央2-5-10）

デジタル複写機保守契約

契約担当官
関東農政局長野統計・情報セン
ター長
竹下　近夫
（長野市旭町１１０８　長野第１
合同庁舎）

平成17年4月1日 2,448,666

当該複写機の納入業者である（株）丸陽は、富士ゼ
ロックス製品の販売及び保守管理を主たる業とする
者であり、当該保守に必要な機器の構造・性能等を
十分熟知し、また、当該機器の稼動に支障を来たさ
ない富士ゼロックス専用の部品を常時十分に保有
し、短時間にかつ迅速・円滑に機器の機能を回復さ
せることが可能である。仮に、当該保守管理等を他
社が行った場合、部品の調達及び修理等に多くの時
間を要するほか、障害が発生した場合の保証の問題
等、業務に重大な障害を及ぼすことが懸念される。
以上から、同者との契約の有利性において随意契約
としたものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1461
（株）蔦友
（長野市大門町41）

デジタル複写機保守契約

契約担当官
関東農政局長野統計・情報セン
ター長
竹下　近夫
（長野市旭町１１０８　長野第１
合同庁舎）

平成17年4月1日 2,134,804

当該複写機の納入業者である（株）蔦友は、リコー
製品の販売及び保守管理を主たる業とする者であ
り、当該保守に必要な機器の構造・性能等を十分熟
知し、また、当該機器の稼動に支障を来たさないリ
コー専用の部品を常時十分に保有し、短時間にかつ
迅速・円滑に機器の機能を回復させることが可能で
ある。仮に、当該保守管理等を他社が行った場合、
部品の調達及び修理等に多くの時間を要するほか、
障害が発生した場合の保証の問題等、業務に重大な
障害を及ぼすことが懸念される。以上から、同者と
の契約の有利性において随意契約としたものであ
る。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1462
（株）蔦友
（長野市大門町41）

デジタル複写機賃貸借契約

契約担当官
関東農政局長野統計・情報セン
ター長
竹下　近夫
（長野市旭町１１０８　長野第１
合同庁舎）

平成17年4月1日 850,500

当該複写機（リコー製）は、平成１５年度の初回契
約以降、１６年度も賃貸借してきた機器であるが、
現機は、当面の使用に十分に耐え得る状態を保持し
ており、仮に新たに賃貸借契約を行った場合に比
し、借料の増嵩を抑制でき、また、搬入搬出経費を
生むこともなく、有利性が明らかであることから、
引き続き同者と随意契約するものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



1463
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

SIS Mapmodeller Ver6.2　１式
SIS ActiveX Manager Ver6.2  ４
式

契約担当官
関東農政局静岡統計・情報セン
ター長
村山　慶造
（静岡市葵区鷹匠２－１５－１
２）

平成18年2月14日 2,478,000

地図データ（ｂｄｓ形式）やオルソデータ（ｅｃｗ
形式）を読み込み、表示、出力可能であり、またシ
ステムに登録した情報を利用して、単位区台帳・筆
別台帳が作成できるのがＳＩＳシステムしかないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1464
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事行財政情報（ＩＪＡＮＰ）提
供業務請負

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 2,016,000
時事行財政情報は（株）時事通信社のみが提供して
いるものであり競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1465
（株）オフィスタニグチ
（金沢市示野中町1-205）

乾式電子複写機の保守契約 １式

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 8,819,096

　本件の乾式電子複写機は、賃貸借契約により使用
しているものであり、故障等のトラブルが発生した
際に適正かつ迅速に復旧の対応ができる保守管理体
制を考慮し、同機種の納入業者であり、かつ、この
機種に最も精通しており、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1466
（株）オフィスタニグチ
（金沢市示野中町1-205）

カラー複写機の保守契約 １式

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 14,477,912

　本件のカラー複写機は、各種資料等の作成のため
に使われているが、カラー複写機は使用複写枚数に
よりメンテナンスを定期的に行わないと故障しがち
であり、また故障した場合には迅速に復旧をしなけ
れば業務に支障をきたすことから、同機種の納入業
者であり、その機種に最も精通しており、競争を許
さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1467
日本電気（株）北陸支社
（金沢市彦三町1-2-1）

北陸農政局行政情報ＬＡＮシステ
ムの保守業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 12,781,944

　本システムは､複雑に入り組んでおり、かつ既存
システムの構築内容を把握した者でなければ膨大な
データを損失するなど業務に重大な支障をきたすこ
ととなる。この作業を既存の環境に影響を与えず、
トラブルが発生した場合に早急な復旧等の対応を行
うことができるのは、既存システムを構築した日本
電気㈱北陸支社だけで競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1468
日本電気（株）北陸支社
（金沢市彦三町1-2-1）

不正アクセス・リアルタイム監視
業務契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 6,891,150

　不正アクセスを防止するため監視業務を行う必要
があり、障害発生時に迅速な復旧対応ができる唯一
の者は、ＬＡＮ整備・構築・保守業者及びインター
ネット導入業者の日本電気（株）であり、競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1469
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

給与計算システムの賃貸借契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 3,803,415

　本契約は、平成１６年４月に給与計算等の作業の
効率化を目的として、７局で導入したものであり、
当物件の所有者である日本電子計算機（株）と昨年
度に引き続き行うため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

1470
日本電気（株）北陸支社
（金沢市彦三町1-2-1）

北陸農政局インターネット接続及
びセキュリティ監視業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,524,600

　インターネット接続等のサービスを受けるに当
たっては、インターネット接続サービスに関し高い
安定性と継続性を有することが求められる。また、
セキュリティ等の　面から当局におけるＬＡＮシス
テム及びインターネット接続用の機器（プロキシ
サーバ等）に精通している必要がある。これらの条
件を満たす者は当局のＬＡＮシステム及びインター
ネット接続機器の整備を行った日本電気㈱北陸支社
以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



1471
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システムの新俸給表等対
応プログラムの購入 １式

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年2月23日 2,362,500

　平成１７年度の人事院勧告により現在の俸給表が
平成１８年４月より大幅に改正となった。現在の給
与計算システムプログラムを４月から新俸給表等に
対応できるようにするため、バージョンアップをし
なければならない。この給与計算システムの新俸給
表等対応プログラムへのバージョンアップを行うに
は、①現在の給与計算システムは、沖電気工業
（株）が開発し内容を熟知していることから、円滑
なプログラムの改修が見込まれること。②給与計算
システムの基礎プログラム部分は、沖電気工業
（株）が所有しているプログラムであり、他社がこ
のプログラムを合法的に改修することは、事実上困
難であると思われること。③他社が給与法改正に対
応したプログラムを新たに作成することとしたなら
ば、不測の日数を要し、給与の支給業務に多大な影
響を及ぼす恐れがあること。以上のことから競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

1472
農林水産省金沢合同合宿所及び新
保本宿舎の管理賄い及び清掃業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 2,424,000

長年の経験と豊富な知識を持ち独身寮の管理状況に
精通した信用のある者を選定することが適当であ
り、競争を許さないことから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1473
農林水産省金沢合同合宿所及び新
保本宿舎の賄い及び清掃業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,776,000

長年の経験と豊富な知識を持ち独身寮の管理状況に
精通した信用のある者を選定することが適当であ
り、競争を許さないことから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1474
北陸農政局分室及び土地改良技術
事務所合宿所の管理及び清掃業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 2,688,000

長年の経験と豊富な知識を持ち犀川荘の管理状況に
精通した信用のある者を選定することが適当であ
り、常駐管理等の条件のため他に請負う者はいな
い。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1475
国家公務員共済組合連合会北陸病
院
（金沢市泉が丘2-13-43）

平成１７年度健康診断の業務請負
単価契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年6月9日 1,062,213

一般定期健康診断については、受診者数も多いこと
から、他の医療機関で実施するよりも勤務官署内に
所在する診療所で実施する方が短時間、短期間に実
施できる。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1476
富山県知事
（富山市新総曲輪1-7）

平成１７年度新川地域草地基盤再
編整備基本調査委託事業
魚津市他３市町１組合
H17.6.30～H18.2.28
委託業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年6月30日 2,000,000

広域的観点で実情を把握し、飼料基盤による畜産振
興の方針を掲げ、調査結果の「草地基盤再編基本構
想」が地域畜産振興方向指針と期待でき事前の取り
決めに基づき、随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1477
新潟県知事
（新潟市新光町4-1）

農業基盤整備基礎調査
新潟県下全域
H17.4.1～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 4,300,000

この調査は、農業農村整備事業の県内全事業地区の
資料を有し事業実績を把握していることが必要不可
欠である。当該委託先は、事業実績を把握している
と共に本調査実施に必要な資料を独自に有しており
事前の取り決めに基づき実施するため、契約の性質
又は目的が競争を許さないためず随意契約するもの
である。(会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1478
富山県知事
（富山市新総曲輪1-7）

農業基盤整備基礎調査
富山県下全域
H17.4.1～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 2,000,000

この調査は、農業農村整備事業の県内全事業地区の
資料を有し事業実績を把握していることが必要不可
欠である。当該委託先は、事業実績を把握している
と共に本調査実施に必要な資料を独自に有しており
事前の取り決めに基づき実施するため、契約の性質
又は目的が競争を許さないためず随意契約するもの
である。(会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1479
石川県知事
（金沢市鞍月1-1）

農業基盤整備基礎調査
石川県下全域
H17.4.1～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,800,000

この調査は、農業農村整備事業の県内全事業地区の
資料を有し事業実績を把握していることが必要不可
欠である。当該委託先は、事業実績を把握している
と共に本調査実施に必要な資料を独自に有しており
事前の取り決めに基づき実施するため、契約の性質
又は目的が競争を許さず随意契約するものである。　
　　
(会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1480
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

農業基盤整備基礎調査
福井県下全域
H17.4.1～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,800,000

この調査は、農業農村整備事業の県内全事業地区の
資料を有し事業実績を把握していることが必要不可
欠である。当該委託先は、事業実績を把握している
と共に本調査実施に必要な資料を独自に有しており
事前の取り決めに基づき実施するため、契約の性質
又は目的が競争を許さないためず随意契約するもの
である。　
　
(会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1481
国立大学法人新潟大学
（新潟市五十嵐2の町8050）

土地改良事業計画特殊調査
新潟県新発田市「加治川地域地
区」
H17.5.16～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年5月16日 1,350,000

土地改良事業計画の検討に関する高い技術力をも
ち、同種調査の数多くの県内データを有する等、専
門的かつ幅広い見知及び蓄積されたデータを有効に
活用することによって、調査成果が最も効率的に得
られる者は契約の相手方以外にはないことから、契
約の性質又は目的が競争を許さないため。　
　
(会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1482
新潟県知事
（新潟市新光町4-1）

土地改良事業計画特殊調査
新潟県新発田市「加治川地域地
区」
H17.5.24～H18.3.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年5月24日 1,150,000

調査の実施にあたっては、生産技術指導、土地改良
事業計画の策定等、現地での調査結果を地域に直接
活用できる行政機関であり、調査ほ場の選定や現地
調査の際の技術指導等をあわせて効率的に行うこと
ができる新潟県以外にはなく、契約の性質又は目的
が競争を許さないことから、事前の取り決めにより
随意契約するものである。(会計法第29条の3第4
項）

その他 ―
１７年度限
り

1483
越後生物調査研究会
（新潟市新津東町2-5-6）

農業農村環境情報整備調査(加治
川地区)
新潟県新発田市
H17.7.4～H17.9.30
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年7月4日 1,500,000

この調査は、生物種の同定などに関して対象生物群
ごとに専門的な知見が求められ、当該地域の生き物
に精通していることが必要不可欠である。越後生物
調査研究会は、県内在住の学識経験者(元新潟大学
教授）や教員経験者を主体とした専門員で構成され
ており、多種多様な生き物の生息・生育状況に関す
る専門的な知見を有し、地域生態系を熟知している
唯一の団体であることから、契約の性質又は目的が
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1484
石川県知事
（金沢市鞍月1-1）

閉鎖性水域水質保全手法確立調査
石川県河北郡津幡町地内
H17.7.4～H18.2.10
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年7月4日 2,000,000

この調査は、水質分析、流入河川における窒素・リ
ンの流出解析、水質シミュレーション、水質浄化技
術等における専門的知識が不可欠である。石川県
（石川県立大学）は、かんがい排水学、農地工学、
土壌環境学、水環境学等の専門家が在職しており、
土地利用別汚濁負荷流出タンクモデルによる流入汚
濁負荷量の解析、水質浄化対策等のノウハウを有
し、地域性も熟知している唯一の組織であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さないことか
ら、事前の取り決めにより随意契約するものであ
る。(会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

1485
福井県土地改良事業団体連合会
（福井市幾久町8-17）

「南越前地域」土地改良施設等保
全管理調査
福井県南越前町
H17.7.15～H18.2.28
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年7月15日 3,800,000

福井県土地改良事業団体連合会は、土地改良区、市
町村等を会員とし、土地改良事業の推進と施設の保
全管理に関する業務を行っており、当該地域の土地
改良施設等についてのデータの収集や維持管理上の
課題検討において、豊富な知見と高い技術力を有し
ていることから、本調査を円滑かつ適正に実施する
上で妥当であるとともに、調査を実施できる唯一の
組織であることから、契約の性質又は目的が競争を
許さないため　
　　
(会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1486
石川県土地改良事業団体連合会
（金沢市古府1丁目197）

「奥能登地域」土地改良施設保全
管理等調査
石川県輪島市、鳳珠郡穴水町、門
前町、能登町
H17.11.21～H18.2.28
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年11月21日 2,000,000

石川県土地改良事業団体連合会は、土地改良区、土
地改良区連合、市町村、農業協同組合等を会員とし
た法人で、土地改良事業の計画的推進と土地改良施
設の保全管理の適正化等に関する業務をはじめ、農
業農村整備事業や環境計画の調査、計画及び設計を
県下一円で実施しており、本調査に必要な土地改良
区等の有するデータの収集・管理や土地改良事業の
実施、土地改良施設保全管理上の課題・あり方の検
討、地域資源の状況を踏まえた環境保全構想等の作
成に当たって、豊富な知見と高い技術力を有し、さ
らには地域事情にも精通している唯一の団体であ
り、契約の性質又は目的が競争を許さないため　
　　
(会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1487
石川県知事
（金沢市鞍月1-1）

農村地域外来植物生育実態調査
河北潟地区、加賀三個周辺地区
H17.11.21～H18.1.31
委託契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年11月21日 3,100,000

調査の実施にあたっては、植物の生態に関する知見
をはじめ、外来種問題にかかわる水環境、地域計
画、土地改良施設など、専門的かつ幅広い知見が求
められる。石川県（実施機関石川県立大学）は、自
然環境・管理技術に関して専門的かつ総合的な知見
を有している唯一の団体であり、契約の性質又は目
的が競争を許さないため、事前の取り決めにより随
意契約をするものである。(会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1488
ＮＥＣリース（株）北陸支店
（金沢市彦三1-2-1）

電子計算機(US250外)賃貸借料
H17.4.1～H17.10.31
賃貸借契約

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,620,675

本賃貸借契約による物件は、当初リース契約を行っ
たものであり、平成17年度においても契約継続期間
内であり、契約の性質又は目的が競争を許さないた
め　
　　
(会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1489
長岡市長
（長岡市幸町2-1-1）

被災地域における多様な主体の連
携による中山間地域まちづくり推
進調査
H17.12.12～H18.3.30

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年12月12日 23,220,000

当該調査は、国土交通省国土計画局が公募する「国
土施策創発調査」に、長岡市が発案者として応募し
採択されたものであり、農林水産省においても今後
の中山間地域のあり方について、省庁間連携調査の
趣旨により、調査実施府省として参加するものであ
る。調査の採択・調査費配分の決定は、国土交通省
が行い、調査委託を行う相手方についても、長岡市
に指定されている。このことから長岡市は国の公募
により委託の相手方として決定された唯一の組織で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さないため、
事前に取り決めにより随意契約するものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

1490
（株）新潟日報
（新潟市善久772-2）

平成１７年度農地･農業用水等の
資源保全に関する広報企画検討業
務
平成１７年９月６日～平成１７年
１２月２０日

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年9月6日 6,999,999

本業務は、農地･農業用水等の資源の意義とその保
全の必要性等について、新潟県在住の一本住民を
ターゲットとしたフォーラムを開催し、その結果を
とりまとめ、幅広く情報発信しようとするものであ
り、県内の農業･農村の実情に加え、社会経済情勢
に精通すると共に、一般住民に対する広報に関する
幅広い知識と情報を蓄積していることに加え、一般
住民の関心を引きつける企画立案能力、当日の舞台
進行等を適切かつ効率的に行える運営能力、フォー
ラム開催案内、結果報告など情報発信を効率的かつ
効果的に展開する広報能力が必要である。よって、
本業務を適切に遂行できる当該事業者と契約を行
う。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1491
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

農業農村整備情報ネットワーク
サーバの賃貸借契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 3,376,800

本契約は、農業農村整備情報を円滑に運用するため
に構築されたものであり、当該物件を昨年度に引き
続き使用するため日立キャピタル（株）と契約を継
続する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



1492
ＮＥＣリース（株）北陸支店
（金沢市彦三1-2-1）

農業農村整備情報ネットワーク
サーバの賃貸借契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 3,326,400

本契約は、農業農村整備情報を円滑に運用するため
に構築されたものであり、当該物件を昨年度に引き
続き使用するためＮＥＣリース（株）北陸支店と契
約を継続する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1493
ＮＥＣフィールディング（株）金
沢支店
（金沢市高岡町1-39）

農業農村整備情報ネットワーク用
ＬＡＮシステムの保守
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 7,970,277

本システムは、複雑に入り組んでおり、かつ既存シ
ステムの構築内容を把握した者でなければ膨大な
データを損失するなど業務に重大な支障をきたすこ
ととなる。この作業を既存の環境に影響を与えず、
トラブルが発生した場合に早急な復旧等の対応を行
うことができるのは、既存システムを構築した当該
業者となり競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1494
日本電気（株）北陸支社
（金沢市彦三1-2-1）

農業農村整備情報ネットワークシ
ステム機器保守
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭　
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月1日 1,755,600

本機器は、農業農村整備情報ネットワークにおける
機器の保守･管理を行うものであり、対象機器は平
成１６年度から電子入札の本運用に伴い、ＮＴＴ専
用回線の高速化に対応するために導入されたもので
ある。この運用については障害等が発生した場合、
データ通信が中断するだけでなく、システム、デー
タの整合性に影響を与え、適正な運用に著しく支障
をきたすことから、各拠点に設置された機器の一元
的な監視と障害に対応する即応体制の確保が必要不
可欠である。これらのトラブルに適切な対応ができ
る者は、当該機器の設定内容やシステムの構築内容
を熟知している日本電気（株）北陸支社以外に行わ
せることはできず競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1495

大成建設（株）・（株）竹中土
木・（株）植木組柏崎周辺農業水
利事業所栃ヶ原ダム建設工事共同
企業体
（新潟市八千代1-4-16）

柏崎周辺農業水利事業所栃ヶ原ダ
ム三期建設工事

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年11月9日 2,499,000,000

本工事は、平成１３年度から着手し、平成２０年度
完成を目途とした栃ヶ原ダム建設工事の一環であ
り、主な工事としてダム堤体コンクリート打設とダ
ム基礎処理工を、二期建設工事に継続して施工する
ものである。ダム工事にあっては、全体工程等を明
示した上で前工事を発注し、引き続き後工事を施工
することとしている。前工事の栃ヶ原ダム一期及び
二期建設工事施工者は、施工に当たり各種調査・試
験を実施し、既にダムの基礎掘削、堤体の一部コン
クリート打設及び堤体基礎処理工を施工してきてお
り、基礎岩盤及び現場の状況等、現場条件を適切に
把握している。本工事の施工においては、堤体と基
礎岩盤の一体性を確保する事が極めて重要であり、
二期建設工事に引き続き、堤体基礎掘削及び堤体コ
ンクリート打設を実施している施工者が施工しなけ
れば、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不
可分な関係にあり、一貫した施工が不可欠である。
また、受電設備、コンクリートプラント設備、コン
クリート打設設備及び濁水処理等仮設備についても
設置済みであり、ダム工事全体の工期短縮と、現場
の施工条件や保守管理面、及び仮施設の設置・撤去
に係る経費縮減の観点から、現に履行中以外の者に
施工させることは不利である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1496
（株）三祐コンサルタンツ
（東京都豊島区北大塚1-13-17）

佐渡農業水利事業（佐渡一期）外
山ダム実施設計業務

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年11月1日 65,100,000

本業務は、高度な専門知識に加え、創意工夫に基づ
く幅広い構想力・応用力が求められる業務であるこ
とから、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建
設コンサルタント等の選定・特定手続きについて」
(平成８年１１月５日　８地第８７３号　大臣官房
地方課長通知)に基づき、業者を特定するものであ
る。技術提案書の提出について公示したところ、２
社からの参加表明書の提出があり、随意契約審査委
員会において、企業評価、予定管理技術者評価を行
い、参加表明のあった２社を技術提案書の提出者と
して選定した。この２社について提出された技術提
案書に基づき、特定テーマである「左岸地山におけ
る斜面安定に関する検討及び工期の短縮に関する検
討」や、本業務に係る技術的な内容などについてヒ
アリングを実施した結果(株)三祐コンサルタンツか
ら提出された技術提案書が技術的に最適なものと認
められたため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

1497
親松排水機場建設工事に伴う支障
水道管の移設（仮移設）補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年6月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1498
親松排水機場建設工事に伴う支障
水道管の移設（本移設）補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年12月22日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1499
幹線用水路1号トンネル工事に伴
う物件移転補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年10月25日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1500
十郷1号用水路工事に伴う土地取
得

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年11月16日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1501
十郷1号用水路工事に伴う土地取
得

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年1月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1502
芝原２号用水路工事に伴う土地取
得

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年2月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1503
十郷1号用水路工事に伴う土地取
得

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年2月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1504
加賀三湖周辺農地防災事業　施設
管理棟建築工事に伴う土地取得

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年10月14日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1505
後谷ダム建設工事施行に伴う支障
電気通信設備の移設補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年6月20日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1506
桝谷ダム建設に伴う付替町道の補
償代金

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年3月7日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1507
日野川用水農業水利事業所庁舎敷
地の原状回復に伴う補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年3月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1508
羽咋川潮止水門撤去建設工事に伴
う支障電気通信設備の移転補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
門田　正昭
（金沢市広坂２－２－６０）

平成17年4月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1509

上越農地保全事業所庁舎敷地及び
針宿舎敷地の原状回復に要する費
用
打切補償

支出負担行為担当官
北陸農政局長
涌野　佐斗司
（金沢市広坂２－２－６０）

平成18年3月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1510
（財）健康医学予防協会
（新潟市はなみずき2丁目10番35
号）

定期健康診断及び特別健康診断

契約担当官
北陸農政局新潟農政事務所長
青木　勉
（新潟市船場町２丁目３４３５－
１）

平成17年6月15日 1,278,112

以前より、（財）健康医学予防協会に委託してお
り、同協会と契約することにより当該年のみでなく
過去の検査結果も掲載した通知書が提出される。こ
れは職員の健康管理において極めて有益であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1511
新潟リコー（株）
（新潟市下木戸1丁目18番30号）

複写機保守契約

契約担当官代理
北陸農政局新潟農政事務所次長
嘉島　章男
（新潟市船場町２丁目３４３５－
１）

平成17年4月1日 1,486,287

複写機の保守を直接請け負えるのは製造会社であ
り、かつ、新潟県を営業区域とする新潟リコー
（株）以外にないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
3.20円／ｶｳﾝ
ﾄ
（消費税
別）

1512
東芝情報機器（株）新潟ｻポーﾄセ
ンター
（新潟市万代2-3-16）

複写機保守契約

契約担当官代理
北陸農政局新潟農政事務所次長
嘉島　章男
（新潟市船場町２丁目３４３５－
１）

平成17年4月1日 1,340,850

複写機の保守を直接請け負えるのは製造会社であ
り、かつ、新潟県を営業区域とする東芝情報機器
（株）新潟サポートセンター以外にないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
5.80円／ｶｳﾝ
ﾄ
（消費税
別）

1513

新潟リコー（株）
（新潟市下木戸1丁目18番30号）
（株）ヒウラ
（新潟市牡丹山1丁目34番6号）

複写機保守契約

契約担当官
北陸農政局新潟統計・情報セン
ター長
神保　健
（新潟県新潟市西大畑町５１９１
番地）

平成17年4月1日 2,252,494

当該機器のメンテナンス及び請求事務を的確かつ迅
速に行えるのは、新潟リコー（株）及び（株）ヒウ
ラ意外にないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

三者契約
単価契約

1514
中央通商店街振興組合 
（富山市中央通り1丁目3番6号）

富山農政事務所駐車場賃貸借　１
６台
２０８㎡

契約担当官
北陸農政局富山農政事務所長
宮本　佳明
（富山県富山市白銀町８－９）

平成17年4月1日 2,304,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1515
富山農政事務所高岡庁舎土地賃貸
借
６４５㎡

契約担当官
北陸農政局富山農政事務所長
宮本　佳明
（富山県富山市白銀町８－９）

平成17年4月1日 1,406,100

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1516
富山農政事務所魚津庁舎駐車場賃
貸借　１６台
２８８．７㎡

契約担当官
北陸農政局富山農政事務所長
宮本　佳明
（富山県富山市白銀町８－９）

平成17年4月1日 960,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1517
南砺市長　
　
（南砺市苗島4880）

土地の賃貸借
1,095.86㎡

契約担当官　
　
北陸農政局富山統計･情報センター
長
浦山　裕
（富山県富山市牛島新町11-7）

平成17年4月1日 1,534,200

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1518 土地賃貸借契約

食糧管理特別会計契約担当官
北陸農政局福井農政事務所長
奥　敏晴
（福井市つくも２丁目11-21）

平成17年4月1日 960,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1519
（株）法美社
（福井市里別所新町505番地）

福井統計・情報センター専用部分
清掃業務

契約担当官
北陸農政局福井統計・情報セン
ター長
齊藤　清
（福井市日之出３丁目14-15）

平成17年4月1日 1,050,000

合同庁舎連絡会議で庁舎維持管理運営について協議
したところ、定期清掃の日程については、外来者を
考慮し土曜日に作業委託することと決定した。この
ため、専用部分についても共用部分と同じく土曜日
に実施するよう取り決めしたことから、清掃業務を
一元化し福井地方合同庁舎全体が一体となって業務
を委託することにより、作業時間の効率化、清掃労
務経費の縮減がはかられるので、競争を許さないた
め
（会計法第２９条の３第４項）。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1520
菱機工業（株）
（福井市開発4丁目119番地）

福井地方合同庁舎空調設備保守業
務

契約担当官
北陸農政局福井統計・情報セン
ター長
齊藤　清
（福井市日之出３丁目14-15）

平成17年4月1日 1,491,000

福井地方合同庁舎の冷暖房装置及び付属機器装置類
は、当業者が当所所属の国有財産となる改修工事を
施工し、各装置の内容に精通している。また、福井
県内において当装置のメーカーメンテナンス取扱
は、当業者が福井県総代理店として直轄営業してい
ることから、他の設備業者へ業務委託するよりも経
済的に有利であることは明らかである。よって競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1521
（株）鐙ビル
（新潟市鐙西1丁目12-16）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 9,372,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1522
（有）メゾン團九郎
（新潟市関屋恵町11-28）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 1,440,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1523
（株）齋藤不動産
（新潟市関屋本村町1-148-1）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 1,566,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1524 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 1,320,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1525 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 1,560,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1526
（有）貞野
（新潟市紫竹山1丁目8-21）

職員宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 1,499,292

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1527
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

平成１７年度事後評価調査「苗場
山麓第二地区」費用対効果分析調
査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年6月10日 2,000,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（過年度業務によりデータベース化した
営農記録や施設台帳）を利用しての資料作成が可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1528
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

平成１７年度事後評価調査「苗場
山麓第二地区」事業効果の発現状
況調査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年6月10日 1,700,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（過年度業務によりデータベース化した
営農記録や施設台帳）を利用しての資料作成が可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1529
西蒲原土地改良区
（新潟県西蒲原郡巻町大字巻甲
5481-1）

平成１７年度全体実施設計新川流
域地区受益地調査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年6月10日 3,000,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1530
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

平成１７年度広域基盤整備計画調
査「上越地域」施設管理状況と問
題点調査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年7月29日 2,000,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（施設管理台帳）を利用しての資料作成
が可能であることから、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1531
加治川沿岸土地改良区連合
（新発田市豊町3丁目2408）

平成１７年度地域整備方向検討調
査加治川二期地区受益面積及び施
設管理実態調査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年8月30日 2,200,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1532
西蒲原土地改良区
（新潟県西蒲原郡巻町大字巻甲
5481-1）

平成１７年度全体実施設計新川流
域地区事業説明資料等作成業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年9月1日 3,500,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1533
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

国営造成水利施設保全対策推進事
業「苗場山麓第二地区」大場導水
路権利設定確認調査

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年9月28日 2,000,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（施設管理台帳）を利用しての資料作成
が可能であることから契約の性質が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1534
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

国営造成水利施設保全対策指導事
業三島町揚水機場予防保全基本計
画策定

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長　　　有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年10月24日 5,796,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（施設管理台帳）を利用しての資料作成
が可能であることから契約の性質が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1535
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査施設基本情報
入力業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長　　　有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成18年2月9日 3,000,000

本業務は、農業農村整備事業制度及び県・市町村の
現状や土地改良区の管理実態に精通していなければ
ならない。契約者は、新潟県下の農業水利施設に関
する技術指導に熟知し、地域の実情に精通しており
独自の記録（施設管理台帳）を利用しての資料作成
が可能であることから契約の性質が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



1536
亀田郷土地改良区
（新潟市東早通1丁目2番25号）

平成１７年度　亀田郷農業水利事
業土地利用実態調査委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年8月17日 3,328,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1537
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2丁目16番
10号）

亀田郷農業水利事業　亀田郷地区
排水解析他業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年9月16日 11,865,000

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1538
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

亀田郷農業水利事業　映像記録等
製作（その３）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年5月24日 3,150,000

平成１５年度に全体業務期間を５年と定めてプロ
ポーザル方式を実施し技術提案が採用となり３年目
にあたるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1539
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2丁目16番
10号）

広域基盤整備計画調査　「上越地
域」事業構想概定調査他業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年10月7日 12,600,000

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1540
（株）日本水工コンサルタント関
東支店
（さいたま市浦和区高砂3-10-4）

国営造成水利施設保全対策指導事
業　右岸幹線用水路予防保全基本
計画策定業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年10月20日 11,077,500

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1541
若鈴コンサルタンツ（株）
（名古屋市西区歌里町349）

国営造成水利施設保全対策指導事
業　大場頭首工・大場導水路予防
保全基本計画策定業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年10月20日 12,547,500

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1542
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

地域整備方向検討調査　加治川二
期地区　整備構想策定業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年12月7日 5,880,000

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1543
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2丁目16番
10号）

全体実施設計　新川流域地区　大
通川分水工排水解析業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年12月14日 3,990,000

プロポーザル方式により技術提案書を技術審査基準
の各項目を判断した結果、総合的に比較して優位
だったため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1544
浅記（株）
（見附市本町1丁目2-40）

庁舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 6,000,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1545
丸藤シ-トパイル（株）
（東京都中央区日本橋本町1丁目
6-5）

鋼材賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 2,942,593

当該物件は、平成１６年度に親松排水機場二期建設
工事及び親松排水機場ポンプ設備工事に係る吐水
槽、吐出管の施工及びポンプ据付に伴う仮設桟橋
（搬入路）の支給品として導入したものである。導
入に当たっては、設置期間が３カ年にわたる事から
毎年度、設置・撤去費用を含む賃貸借契約より、導
入年度に設置費用、最終年度に撤去費用を含めた賃
貸借契約の方が設置・撤去が効率的で安価となる。
また、購入と賃貸借契約での経済比較をした結果、
賃貸借契約が安価であった。平成１７年度において
も、引き続き親松排水機場ポンプ設備工事及び親松
排水機場除塵設備製作・据付工事に係るポンプ据付
及び除塵機据付に伴う仮設桟橋の支給品として使用
することから随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



1546 土地使用補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1547
白根郷土地改良区
（新潟市白根東町1丁目4-36）

土地賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局信濃川水系土地改良調
査管理事務所長
有森　正浩
（新潟市川岸町１丁目４９－３）

平成17年4月1日 947,520

当該地域は、昭和３０年代から地盤沈下による被害
が広範囲で生じており、現在においても沈下は続い
ている。観測井戸は、昭和３５年から各所に設置
し、地盤の縦方向の収縮量及び地下水位を定期的に
定点観測するため設置しているものである。新潟平
野は、土地改良事業による排水機場等の整備により
全国有数の穀倉地帯となっているが、地盤沈下が生
じる事で農作物及び家屋等に多大な被害を被ること
になる。このため、地盤沈下等による被害を未然に
防止するため、当該契約者所有の土地に観測井戸及
び観測小屋施設を設置し、長期的、かつ定点観測を
行い地盤沈下データを分析する必要があり、移動さ
せることはできない。また、観測井戸は７００ｍか
ら２０ｍの深度があることから簡易に移動できるも
のではない。ゆえに競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1548
清水都市開発（株）
（小松市小馬出町28-1）

職員宿舎賃貸借 (6戸)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 3,324,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1549 職員宿舎賃貸借 　(2戸)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 1,272,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1550 職員宿舎賃貸借 (1戸)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 876,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1551 庁舎管理清掃業務 　(1式)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 1,800,000
　本業務に精通し履行内容も良好であり競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1552
小松市長
（小松市小馬出町91）

事務所庁舎敷地賃貸借  (1式)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 1,159,650

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1553
（株）オフィスタニグチ
（金沢市示野中町1-205）

電子複写機保守 (1式)

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所 庶務課長
渋田　常善
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月1日 1,448,107

　当該機器は定期的なメンテナンスが必要であり、
機器に精通し迅速且つ確実な作業が出来る者を選定
していることから競争を許さないものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1554
石川県土地改良事業団体連合会
（金沢市古府1丁目197）

河北潟周辺単位用水量調査業務　
委託事業
H17.4.20～H18.2.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年4月20日 1,550,000

　本調査は、かんがい期間中に観測機器を設置して
行うため、同種の調査実績を有し地元に精通してい
るものでなければならないことから競争を許さない
ものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

1555
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

庄川左岸地区事業構想策定その2
業務
H17.6.13～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年6月6日 28,875,000

　本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されることから、技術提案書の提出
（プロポーザル方式）を求め、最適な提案者を採用
している。このことから競争を許さないものである
ため。
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



1556
富山県土地改良事業団体連合会
（富山市黒崎17）

庄川左岸地区土地所有状況調査委
託事業
H17.9.13～H18.2.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年9月13日 4,300,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1557
（株）国土開発センター
（金沢市広岡3-1-1）

射水平野地区十一ヶ用水堰施設機
能診断業務
H17.10.19～H18.3.10

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年10月12日 9,975,000

　本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されることから、技術提案書の提出
（プロポーザル方式）を求め、最適な提案者を採用
している。このことから競争を許さないものである
ため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1558
石川県土地改良事業団体連合会
（金沢市古府1丁目197）

国営造成施設財産台帳整理委託事
業
H17.12.26～H18.3.15

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年12月26日 1,400,000

　各施設の管理受託者である土地改良区についての
管理実態に精通しており、業務のとりまとめにはこ
れまで蓄積したデータとノウハウが必要なことか
ら、競争を許さないものであるため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1559
富山県土地改良事業団体連合会
（富山市黒崎17）

農業水利ストック有効活用緊急整
備調査委託事業
H17.12.26～H18.3.15

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改良調査管
理事務所長
山田　芳美
(石川県小松市園町ﾎ85-1)

平成17年12月26日 1,371,000

　受託者は、県下の広範にわたる水利施設を管理し
ている各土地改良区を指導する立場にあって、各施
設の維持管理情報及び補修履歴データを有し、共通
の視点でデータベースを構築できることの可能な唯
一の機関であることから、競争を許さないものであ
るため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1560
（株）オフィスタニグチ
（金沢市示野中町1-205）

デジタルフルカラー融合機の保守
契約
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局土地改良技術事務所
長田村　成明
(金沢市新神田４-３-１０)

平成17年4月1日 3,212,611

この機器の定期点検及び故障時の修繕を行うには、
専門の技術を持ち、機器に精通している（株）オ
フィスタニグチが最も適している
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1561
ＮＥＣフィールディング（株）金
沢支店
（金沢市高岡町1-39）

研修室ＬＡＮシステム構築業務
H18.3.7～H18.3.20

分任支出負担行為担当官
北陸農政局土地改良技術事務所
長田村　成明
(金沢市新神田４-３-１０)

平成18年3月6日 2,362,500

本業務を実施するには、既設ＬＡＮ、ＷＡＮシステ
ムに接続された端末の設定を変更することなく通信
が可能なものとしなければならず、既存のシステム
に精通、熟知している者でなければ設定が行えな
い。このため、本業務を行えるのはＬＡＮシステム
を構築、保守管理を行っているＮＥＣフィールディ
ング（株）以外になく競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1562
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

図面複写機等賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 1,997,415

　前年度からの継続契約であり、新規の単年度契約
と比較して安価であることから他の追随を許さない
ため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（会計法２９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1563
旧小里川排水路工事施行に伴う用
地取得

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月8日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1564
旧小里川排水路工事施行に伴う物
件移転補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年9月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1565
旧小里川排水路工事施行に伴う物
件移転補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年9月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り



1566
福島潟承水路工事施行に伴う土地
使用損失補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1567
駒林川改修工事施行に伴う事業損
失補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月13日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等と受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1568
新潟市長
（新潟市学校町通1番町602-1）

平成１７年度庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 857,619

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1569 平成１７年度職員宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 921,708

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1570
平成１７年度職員宿舎賃貸借契約
及び礼金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 1,512,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1571 平成１７年度庁舎清掃業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 1,236,000
　過去の業務状態が良好でかつ、信頼と秘密保持の
実績があることから競争を許さないため。（会計法
第２９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1572 平成１７年度白鳥寮家政業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月1日 1,512,000
　過去の業務状態が良好でかつ、信頼と秘密保持の
実績があることから競争を許さないため。（会計法
第２９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1573
太陽コンサルタンツ東京支社
（東京都新宿区四谷3-5）

事業誌編纂（その２）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長　
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年4月25日 10,290,000
　平成１６年度にプロポーザル方式により、３カ年
計画の技術提案が採用となったため。（会計法第２
９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1574
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2-16-10）

技術資料整理とりまとめ（その
１）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成18年2月22日 3,570,000
　平成１７年度にプロポーザル方式により、２カ年
計画の技術提案が採用となったため。（会計法２９
条３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1575
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年10月3日 4,672,500

　過去の作業実績があり、工事記録の連続性、一貫
性において編集作業を有利に行うことができ、他の
追随を許さないため。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1576
阿賀野川土地改良区
（阿賀野市学校町3-62）

駒林川等環境調査業務委託

分任支出負担行為担当官
北陸農政局阿賀野川右岸農業水利
事業所長
長谷部　均
（新潟市下土地亀421）

平成17年7月19日 3,717,000

　受託者は日常的に当該河川の監視を行っており、
流況を把握するなど現地の状況に精通することから
競争を許さないため。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1577
庁舎清掃等業務
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 1,278,000
　当業務に精通し、その業務状態も良好で、他に請
負う者がいなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1578
独身寮家政業務
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 2,280,000
　当業務に精通し、その業務状態も良好で、他に請
負う者がいなく競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1579

平成１７年度　土地（庁舎敷地）
賃貸借契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 3,038,640

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1580
建物賃貸借契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 1,080,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1581

平成１７年度　土地（宿舎敷地）
賃貸借契約
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 836,028

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1582
（株）イシフォー
（新潟市東明7-3-3）

電子複写機外２件の保守契約（電
子複写機　１台、ファクシミリ　
１台、デジタルカラ－複合機　１
台）
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年4月1日 6,549,372

　本物件は、故障等が発生した場合には迅速な復旧
を必要とするため同機種に精通しており、また納入
業者であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1583
新潟県土地改良事業団体連合会
（新潟市長潟138）

受益者資料取りまとめ業務
平成１７年７月１５日～平成１８
年３月１７日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年7月15日 6,111,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1584
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

記録映像製作（その８）業務
平成１７年８月１８日～平成１８
年３月１７日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年8月11日 1,365,000

本業務は、事業経過を記録し技術資料とするため、
事業経過を継続的に撮影及び編集することから、一
貫性をもって行うため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

1585
中央開発（株）北陸支店
（新潟市堀之内南3-1-21）

外山ダム周辺地すべり対策工設計
業務
平成１７年１２月２１日～平成１
８年３月２４日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年12月16日 13,860,000

　本業務は、高度な専門知識、業務経験等に特に必
要とすることから、プロポ－サル（技術提案）方式
により技術提案書の評価及びヒアリングを行った結
果により特定しており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1586
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1-
141）

金井排水機場実施設計業務
平成１７年１２月２１日～平成１
８年３月２４日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年12月20日 29,400,000

　本業務は、高度な専門知識、業務経験等に特に必
要とすることから、プロポ－サル（技術提案）方式
により技術提案書の評価及びヒアリングを行った結
果により特定しており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1587
（株）日本水工コンサルタント関
東支店
（さいたま市浦和区高砂3-10-4）

小倉幹線用水路河川横断工設計
（その２）業務
平成１７年１２月２７日～平成１
８年３月２４日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年12月26日 29,085,000

　本業務は、高度な専門知識、業務経験等に特に必
要とすることから、プロポ－サル（技術提案）方式
により技術提案書の評価及びヒアリングを行った結
果により特定しており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1588
（株）日立製作所金沢支店
（金沢市本町2-15-1）

国仲排水機場点検整備工事
平成１８年３月７日～平成１８年
３月２０日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成18年3月6日 6,510,000

　本工事は、国仲排水機場ポンプ設備の点検整備工
事であり、ポンプ設備はメ－カ－独自の開発の成果
が各部に微細に反映された固有の機器のため、同一
メ－カ－以外の者に施工させた場合、既設の設備等
の使用に著しい支障が生じる恐れがあり、㈱日立製
作所　金沢支店は既設施工済みの「国仲排水機場ポ
ンプ設備工事」の請負者であることから競争を許さ
ないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1589
（株）鶴見製作所新潟支店
（新潟市南出来島2-13-1）

中興排水機場点検整備工事
平成１８年３月７日～平成１８年
３月２０日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成18年3月7日 3,570,000

　本工事は、中興排水機場ポンプ設備の点検整備工
事であり、ポンプ設備はメ－カ－独自の開発の成果
が各部に微細に反映された固有の機器のため、同一
メ－カ－以外の者に施工させた場合、既設の設備等
の使用に著しい支障が生じる恐れがあり、㈱鶴見製
作所　新潟支店は既設施工済みの「中興排水機場ポ
ンプ設備工事」の請負者であることから競争を許さ
ないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1590
（株）荏原製作所品川事務所
（東京都港区港南1-6-27）

皆川排水機場点検整備工事
平成１８年３月７日～平成１８年
３月２０日

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成18年3月6日 19,950,000

　本工事は、皆川排水機場ポンプ設備の点検整備工
事であり、ポンプ設備はメ－カ－独自の開発の成果
が各部に微細に反映された固有の機器のため、同一
メ－カ－以外の者に施工させた場合、既設の設備等
の使用に著しい支障が生じる恐れがあり、㈱荏原製
作所　品川事務所は既設施工済みの「皆川排水機場
ポンプ設備工事」の請負者であることから競争を許
さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1591
小倉幹線用水路（その３）工事の
施行に伴う支障水道管の移設補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成17年6月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1592
小倉ダム建設工事に伴う水枯渇等
補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局佐渡農業水利事業所長
河津　宏志
（新潟県佐渡市千種２２５）

平成18年3月27日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等と受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1593
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷3-5）

中央管理所実施設計他業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年11月1日 24,465,000

本業務は、プロポーザル方針に技術提案書の提出を
求め、最適なものを特定する選定を行った結果であ
り、競争を許さないないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1594
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

ファクシミリ外２式の賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 1,207,836

平成14年度より5年リースにより契約を更新してい
ること、また新たに単年度の賃貸借契約を行った場
合との価格の比較検討をした結果、現在使用してい
る機種を引続き賃貸借した方が安価に契約できるこ
とから、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1595
石黒商店　
（柏崎市東本町1-6-32）

カラー複写機外２式の保守契約

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,726,272

本契約の該当機種がリコー製品であることから、そ
れらの保守に精通したメーカー特約店との契約を行
う必要があり、また故障等した際の早急な修理に対
応できる業者は、当該機種の納入業者である石栗商
店であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1596 庁舎清掃業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 1,440,000

当該指名者は、当業務を長年行っているため諸事情
に精通していること。また新たな請負希望者もない
ことから、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1597 独身寮家政業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 1,440,000

当該指名者は、当業務を長年行っているため諸事情
に精通していること。また新たな請負希望者もない
ことから、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1598 庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,286,744

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1599 職員宿賃賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 1,200,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1600 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,520,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1601 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 5,640,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1602 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 3,504,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1603 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 1,236,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1604 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 3,840,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1605 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,088,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1606 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,784,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1607 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日 2,448,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1608
市野新田ダム建設工事に伴う用地
取得代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1609
市野新田ダム建設に伴う一時的な
行政需要の増大に対する費用（補
償）

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1610
市野新田ダム建設工事に伴う物件
移転補償代

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月7日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1611
後谷ダム建設工事に伴う支障電気
工作物の移設補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年4月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1612
後谷ダム付替県道付帯工事に伴う
支障上水道管の移設補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年6月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1613
柏崎土地改良区
（柏崎市比角1-7-3）

受益面積移行調査委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年9月12日 4,080,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1614
（財）上越環境科学センター
（上越市大字下門前1666）

後谷ダム自然環境保全モニタリン
グ等調査委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年6月15日 4,882,500

本業務は、動植物等特殊分野に対する知識や実績が
あること。またこの地域の動植物等の生息に精通し
ている必要があることから、(財)上越環境科学セン
ターが唯一の団体であり、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

1615
新潟県柏崎市長
（柏崎市中央町5-50）

埋蔵文化財包蔵地に発掘調査費用
負担契約

分任支出負担行為担当官
北陸農政局柏崎周辺農業水利事業
所長
梶原　親信
（新潟県柏崎市南半田18-15）

平成17年6月1日 34,265,406
本契約は、平成15年度から発掘調査計画に基づき契
約を継続しており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1616
（株）豊光
（福井市光陽3-8-26）

パーソナルコンピューター（NEC 
VA10J）外賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 2,340,240
リース契約継続期間のため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1617
（株）豊光
（福井市光陽3-8-26）

デジタルカラー複写機保守料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 3,835,360
専門知識等必要なため当該機器の納入業者と契約し
た
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
カラー　0～
1000枚 
31.5000 
1001～4000
枚 26.7750 
4001～枚 
22.8375
ﾓﾉｶﾗｰ　0～
500枚 
7.4865 501
～2000枚 
5.5125 2001
～枚 5.1240

1618
（株）豊光
（福井市光陽3-8-26）

デジタル複写機保守料（Neo451）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 1,647,165
専門知識等必要なため当該機器の納入業者と契約し
た
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
 0～1000枚 
7.3290 1001
～4000枚 
5.3550 4001
～枚 4.9665

1619
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

国営九頭竜川下流農業水利事業実
施地区内埋蔵文化財包蔵地発掘調
査費用負担契約
福井県坂井郡丸岡町、春江町地内
H17.4.1～H18.3.27

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 72,450,000

事業の実施地区内において周知埋蔵文化財包蔵地の
数が極めて多く、工事に関する埋蔵文化財の保護と
事業の円滑な推進を図る必要があることから、文化
財保護担当局である福井県と事前の取り決めにより
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1620
福井県土地改良事業団体連合会
（福井市幾久町8-17）

生き物調査業務
九頭竜川下流受益地内
H17.7.26～H18.2.10

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年7月26日 9,817,500

本地業の遂行にあたっては、これまで同種事業の業
務を数多く実施するとともに地域農業に精通した実
績と豊富な経験を有し、農業農村整備の円滑な推進
について卓越した支援体制を擁しており、競争を許
さないことから、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1621
（株）福井新聞社
（福井市大和田町56-20）

情報紙広告掲載業務
福井市他１市５町地内
H17.9.30～H18.3.13

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年9月29日 3,465,000
地域の情報紙に掲載するため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

1622
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2-16-10）

九頭竜川左岸用水路河川横断工他
基本設計業務
福井市地内
H17.10.11～H18.3.13

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月5日 10,185,000
プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的
に最適なものを特定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1623
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

河合春近用水路基本設計その２業
務
福井県坂井郡丸岡町、福井市地内
H17.10.13～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月11日 26,880,000
プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的
に最適なものを特定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1624
九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区連合
（福井県坂井郡坂井町長畑7-1-
3）

事業揚水機場機能状況調査他業務
九頭竜川下流受益地内
H17.10.26～H18.3.10

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月26日 8,000,000
当該施設の管理者であり、独自の記録（排水記録や
施設管理台帳）を利用しての資料作成が可能な唯一
の機関であるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1625
坂井北部土地改良区
（あわら市二面1-10）

事業作付状況調査他業務
九頭竜川下流受益地内
H17.10.26～H18.3.10

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月26日 2,500,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1626
福井テレビジョン放送（株）
（福井市問屋町3-410）

事業紹介ビデオ作成業務
福井県福井市、あわら市、吉田郡
松岡町、坂井郡三国町、丸岡町、
春江町他
H17.10.28～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月27日 8,358,000
プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的
に最適なものを特定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1627
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷3-5）

左岸幹線用水路無堤区間基本設計
業務
福井県福井市、吉田郡松岡町薬師
他地内
H18.1.17～H18.3.23

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成18年1月12日 11,235,000
プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的
に最適なものを特定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1628
丸岡町長
（福井県坂井郡丸岡町西里丸岡
12-21-1）

庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 1,110,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1629
大和工商リース（株）
（大阪市中央区農人橋2-1-36）

庁舎事務室賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 3,553,200

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1630
積和不動産中部（株）
（福井市宝永4-2-10）

職員宿舎（栄宿舎、一本田中宿
舎、西瓜屋宿舎）賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 3,744,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1631
職員宿舎（猪爪宿舎、猪爪宿舎２
号、猪爪宿舎３号）賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 5,796,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1632
丸岡土地開発
（福井県坂井郡丸岡町東陽1-25）

職員宿舎（猪爪宿舎５号、東陽宿
舎２号）賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 1,716,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1633 職員宿舎（里丸岡宿舎）賃貸借料

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 1,728,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1634
積和不動産中部（株）
（福井市宝永4-2-10）

職員宿舎（一本田中宿舎、松川宿
舎、西瓜屋宿舎２号）賃貸借料及
び職員宿舎借り上げに伴う礼金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 2,496,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1635
丸岡土地開発
（福井県坂井郡丸岡町東陽1-25）

職員宿舎（東陽宿舎２号）賃貸借
料及び職員宿舎借り上げに伴う礼
金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日 910,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1636 用地取得　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年12月14日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1637 区分地上権設定　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年10月25日

共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1638 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1639 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1640 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1641 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1642 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1643 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1644 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年5月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1645 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年5月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1646 損失補償（農業休止）　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1647 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1648 土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1649 物件移転補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年11月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1650 公共補償（上水道他）　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年12月22日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1651 物件移転補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成17年12月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1652 立木補償　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成18年2月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1653 事業損失補償（地盤変動）　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成18年2月17日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等と受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1654 損失補償（その他通損）　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成18年3月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1655 損失補償（農業休止）　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農業水利
事業所長
川端　正一
（福井県坂井郡丸岡町愛宕２番）

平成18年3月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1656

桝谷ダム建設工事等及びこれらに
付帯する工事の施工に伴う行政需
要の一時的増大に対する費用負担
代金（補償）

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1657
桝谷ダム建設工事に伴う支障電気
工作物の移設補償代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年7月25日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1658
桝谷ダム取付道路工事に伴う用地
取得代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成18年1月6日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1659
桝谷ダム付替道路付帯工事に伴う
土地取得相当額補償代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成18年1月6日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1660
桝谷ダム付替道路付帯工事に伴う
土地取得相当額補償代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成18年1月6日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1661
桝谷ダム建設工事に伴う付替道路
倒木撤去に対する補償代金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成18年1月25日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1662
日本振興（株）東京支店
（東京都台東区台東1-3-5）

桝谷ダム試験湛水監視（その２）
業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 16,359,000

この業務は、一定期間連続して実施される試験湛水
状況を監視するものであり、前業務との継続性から
監視内容等が一体不可分の作業であることから、当
該者を選定しており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1663
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

記録映画製作（その１９）業務　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年5月9日 6,615,000

この業務は、事業の経過を記録し、技術資料とする
ため、事業の実施状況を撮影・編集するものであ
り、映像の企画・編集には手法の継続性を確保する
必要があることから、当該者を選定しており、競争
を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1664
（株）三祐コンサルタンツ
（名古屋市中区錦2-15-22）

桝谷ダム施工技術検討（その９）
業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年5月23日 28,875,000

この業務は、桝谷ダム試験湛水中の安全性・技術的
諸問題等の検討を行うものであり、当該ダムを設計
し、かつ他のダム設計業務等にも実績がある当該者
以外に、ダムに関する技術的諸問題に対して専門的
立場から助言できる高度な技術力を要している者は
無いため、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1665
（株）三祐コンサルタンツ
（名古屋市中区錦2-15-22）

桝谷ダム技術支援業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年6月20日 9,450,000

本業務は、桝谷ダム完成検査・ダム技術検討委員会
等の資料作成及び助言等の技術支援を行うものであ
り、当該ダムを設計し、かつ他のダム設計業務等に
も実績がある当該者以外に、ダムに関する技術的諸
問題に対して専門的立場から助言できる高度な技術
力を要している者は無いため、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1666
日本振興（株）東京支店
（東京都台東区台東1-3-5）

桝谷ダム試験湛水監視（その３）
業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年10月3日 15,225,000

この業務は、プロポーザル方式に基づく発注を行っ
ており、当該者の技術提案書が技術的に最適なもの
として特定されたため、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1667
日野川用水土地改良区
（武生市向新保45-66）

日野川用水施設運転操作及び付帯
作業　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 11,762,000

本業務は、日野川用水（二期）農業水利事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８５条第２項の規
定に基づき公告を行い、同法第８６条による農林水
産大臣の適否を受けた管理者に委託するものであ
り、契約の相手方が法令の規定により一に定められ
ているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1668
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

統合管理事務所管理設備調査測量
設計（その２）業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 11,438,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1669
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

統合管理事務所管理設備（その
２）工事　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 14,814,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1670
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

統合管理事務所管理設備（その
３）工事　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 21,959,500
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1671
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その２７）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 27,642,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1672
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その２８）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 8,588,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1673
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設調査測量設計（そ
の１４）業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 4,958,000
この業務は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1674
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その２９）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 25,175,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1675
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その３０）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 26,000,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1676
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その３１）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月11日 14,506,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1677
（財）北陸公衆衛生研究所
（福井市光陽4-11-22）

日野川用水地区水質調査（その
８）業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月27日 10,080,000

この業務は、将来のダム運用に向けた水質管理上の
基礎資料とするために水質調査を行うもので、過年
度における調査データ及び採取・分析方法等、一定
の調査実施内容等が求められるものであることか
ら、当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1678
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その３２）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年5月19日 21,370,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1679
福井県日野川漁業協同組合
（武生市松森町33-5-4）

日野川環境調査（その２）業務　　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長
三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年8月1日 2,201,000

この業務は、桝谷ダムの供用開始にあたり、日野川
における生態系を調査し、今後環境変化等に対する
基礎資料とするものであり、当該者は漁業法に基づ
き日野川の漁業権を行使しており、現地の状況及び
魚類に精通している。また、調査期間が鮎漁の最盛
期であり、河川や遊魚者への影響を最小限に抑える
必要があるため、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1680
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

二ッ屋導水施設（その３３）工事　
１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長
三好　英幸
（福井県越前市小野谷町21-3）

平成17年10月14日 21,420,000
この工事は、共同事業による協定に基づくものであ
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1681
日野川用水土地改良区
（福井県越前市向新保町45-66）

土地利用状況等実態調査業務　１
式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長
三好　英幸
（福井県越前市小野谷町21-3）

平成17年10月14日 2,585,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1682
（株）日新企画設計
（福井県坂井郡坂井町上兵庫38-
9-4）

桝谷ダム用地境界杭設置（その
２）工事　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長
三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年5月27日 2,992,500
競争入札に付したが落札せず、再度入札を行っても
落札者が無かったため
（予決令第９９条の２）

その他 ―
１７年度限
り

1683
（株）オフィスタニグチ
（金沢市示野中町1-205）

電子複写機保守　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 2,584,176

常時メンテナンスが必要となる機器であり、保守の
迅速性及び製品の保証責任を明確化する上で、納入
業者である当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1684
（有）タマヤ
（武生市高瀬1-8-29）

電子複写機デジタルフルカラー保
守　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,297,796

常時メンテナンスが必要となる機器であり、保守の
迅速性及び製品の保証責任を明確化する上で、納入
業者である当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1685
（有）タマヤ
（武生市高瀬1-8-29）

電子複写機デジタルフルカラー保
守　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,158,649

常時メンテナンスが必要となる機器であり、保守の
迅速性及び製品の保証責任を明確化する上で、納入
業者である当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1686
武生市土地開発公社
（武生市府中1-13-7）

事業所庁舎敷地賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 6,113,474

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1687
越前たけふ農業協同組合
（武生市本多2-10-22）

職員宿舎敷地賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 970,794

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1688 職員寮家政業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,801,800
業務内容から、雇用者との信用・信頼及び継続性を
重視して当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1689 事業所管理及び清掃業務　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,045,800
業務内容から、雇用者との信用・信頼及び継続性を
重視して当該者を選定しており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1690 職員宿舎敷地賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 2,289,119

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1691 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,637,483

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1692 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 1,449,290

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1693 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局日野川用水農業水利事
業所長　　　　　三好　英幸
（福井県武生市小野谷町21-3）

平成17年4月1日 3,117,548

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1694
白根郷土地改良区
（新潟市白根東町1-4-36）

庁舎敷地賃貸借契約
3,303.72㎡

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局白根郷農地防災事業所
次長
市川　賢吾
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年4月1日 3,611,412

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1695
白根郷土地改良区
（新潟市白根東町1-4-36）

職員宿舎敷地賃貸借契約
2,255.26㎡

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局白根郷農地防災事業所
次長
市川　賢吾
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年4月1日 2,072,880

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1696
白根郷土地改良区
（新潟市白根東町1-4-36）

資材置場敷地賃貸借契約
1,196.02㎡

分任支出負担行為担当官代理
北陸農政局白根郷農地防災事業所
次長
市川　賢吾
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年4月1日 1,310,436

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1697
国立大学法人　新潟大学
（新潟市五十嵐二の町8050）

平成17年度農業水利施設における
生物生息調査（その３）委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局白根郷農地防災事業所
長
鳥越　進
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年6月16日 1,008,000
生物生息調査の実態及び施設の計画策定等の専門的
な知識を有しているため。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1698
白根郷土地改良区
（新潟市白根東町1-4-36）

土地利用実態調査等委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局白根郷農地防災事業所
長
鳥越　進
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年10月3日 1,344,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1699
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

白根排水機場映像記録等製作（そ
の２）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局白根郷農地防災事業所
長
鳥越　進
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年6月17日 2,047,500

平成１６年度において、４ケ年計画のプロポーザル
方式により企画競争を行い、最も優れた技術の提案
のあった者との契約を行い、平成１７年度も引き続
き契約を行った。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



1700
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西錺屋
町23）

白根排水機場建屋取壊設計業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局白根郷農地防災事業所
長
鳥越　進
（新潟県新市能登686-1）

平成17年10月6日 11,235,000
プロポーザル方式により企画競争を行い、最も優れ
た技術の提案のあった者との契約を行った。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1701
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田二丁目16番
10号）

白根郷排水管理手法検討業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局白根郷農地防災事業所
長
鳥越　進
（新潟県新潟市能登686-1）

平成17年12月26日 6,615,000
プロポーザル方式により企画競争を行い、最も優れ
た技術の提案のあった者との契約を行った。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1702

横江頭首工工事に係る事業損失補
償料
富山市岡田及び中新川郡立山町横
江地内
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官 
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年4月1日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等と受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1703
新富観光サービス（株）
（富山市上野322）

建物（庁舎）賃貸借
富山市黒崎２７５

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年4月1日 3,780,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1704
建物（会議室）賃貸借
富山市黒崎２７０

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年4月1日 4,410,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1705
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

映像記録等制作その３業務
富山市他２町村
H17.6.8～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年6月7日 6,510,000

この業務には企画立案、芸術性、制作作業者のセン
スが映像記録の質を大きく左右することから平成１
５年度にプロポーザル方式で随意契約を行ってお
り、今年度その３業務として主な工事状況の記録を
とりまとめ編集し関連作業を行うため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1706
北電技術コンサルタント（株）
（富山市牛島町13-15）

左岸連絡水路橋小水力発電等検討
業務
富山市上滝地先他
H17.10.6～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年9月29日 7,770,000

プロポーザル方式による契約であり、常願寺川沿岸
農地防災事業所建設コンサルタント等選定委員会で
の業者特定によるため
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

1707
常願寺川沿岸用水土地改良区連合
（富山県中新川郡立山町岩峅寺
281）

土地利用実態調査（その４）委託
業務
富山市他２町村
H17.9.15～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年9月15日 2,394,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1708
富山県土地改良事業団体連合会
（富山市黒崎17）

施設管理手法検討（その２）委託
業務
富山市他
H17.10.12～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
北陸農政局常願寺川沿岸農地防災
事業所長
窪　豊則
(富山県富山市黒崎２７５)

平成17年10月12日 4,998,000

本業務は、当事業の事業計画及び造成施設の管理に
関する各種情報を、電子情報化によるモデル的管理
手法の検討及び構築を行うものであり、農業水利施
設の管理指導及び電子情報システム等を有し、昨年
度に引き続き管理手法の追加検討作業を行う必要が
あるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1709
ヒロセ（株）名古屋支店
（名古屋市熱海区六野1丁目2番19
号）

鋼材賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 5,742,904

当該物件は、平成１５年度より邑知地溝帯農地防災
事業余喜排水機場建設関連工事に係る支給材料とし
て導入したものである。余喜排水機場建設現場は、
軟弱地盤である全ての工事終了まで鋼矢板等で地盤
保護する必要があることから、設置期間が工事終了
までの３年間にわたることになる。毎年度、設置・
撤去費用を含む賃貸借契約より、導入年度に設置費
用、終了年度に撤去費用を含めた契約の方が効率的
で安価であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



1710
小松市長
（小松市小馬出町91番地）

施設管理棟給水管新設工事委託

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成18年1月19日 2,226,000

小松市水道条例第14条（工事の設計及び施行は、申
し込みによって水道事業管理者が行う）により水道
事業管理者である小松市のみが施工が可能であり、
競争を許さないため随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1711
加賀三湖土地改良区
（小松市今江町7-120）

3条資格者動向調査委託（その
９）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年5月9日 3,055,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1712
加賀市土地改良区
（加賀市南郷町レ59-1）

3条資格者動向調査委託（その１
０）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年5月9日 1,648,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1713
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

記録映画制作（その７）業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年8月19日 8,400,000

事業全体の計画に基づいた工事経過及び事業実施に
よる地域の状況変化等を取り込んだシナリオを立案
し、そのシナリオ原案に沿って全体企画構成及び撮
影を進めていくことが本業務を実施する上では不可
欠の条件であり、過年度より記録映画作成業務を実
施してきた内容を継承していく必要があるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1714
邑知潟沿岸土地改良区
（羽咋市石野町へ27-2）

土地利用実態調査等委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月7日 1,585,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1715
石川県土地改良事業団体連合会
（金沢市古府1丁目197）

施設管理図電子化業務委託

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年11月11日 2,856,000

土地改良施設管理システムの構築者であり、当事業
において整備された施設は同システムで管理されて
おり、当事業で整備された施設の図面及び施設台帳
と地理情報を同システムに組み入れることが経済
的・効率的であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1716
加賀三湖土地改良区
（小松市今江町7-120）

柴山潟堤等除草管理委託

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年6月17日 2,509,500

柴山潟堤等の管理を行うには、当該地域の状況に詳
しく、また稲作・畑作の作付等との調整が必要であ
り、土地改良区組合員と一体不可分な関係にあるこ
とから調整を行うことができ、さらに稲作等期間中
の状況を把握し熟知していることから
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1717
新堀川潮止水門農地等復旧工事に
伴う支障電気工作物の移転補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1718
新堀川潮止水門建設に係る関連工
事施工に伴う事業損失補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成18年3月28日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等と受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるため。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1719
既設水門撤去建設工事に伴う支障
電気工作物の移転補償

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年6月3日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるた
め。
（会計法第29条の3第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1720 事業所庁舎及び敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 2,520,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1721 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 1,021,440

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1722 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 2,928,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1723 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 1,536,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1724 庁舎等賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 5,003,300

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1725 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
北陸農政局石川農地防災事業所長
徳田　優三
（石川県小松市島町ル６５番地）

平成17年4月1日 1,560,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1726
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田二丁目16番
10号）

地すべり安定度評価業務（板倉地
区）
17.8.11～12.15

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年8月4日 13,125,000
本業務はプロポーサル対応業務であり、５社の技術
提案書を検討し、１社選定後随意契約とした。（会
計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1727
中央開発（株）北陸支店
（新潟市堀之内南3-1-21）

地すべり安定度評価業務 (笹ヶ峰
地区)
H17.8.11～11.30

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年8月8日 7,875,000
本業務はプロポーサル対応業務であり、５社の技術
提案書を検討し、１社選定後随意契約とした。（会
計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1728
上越市長
（上越市木田1丁目1番3号）

地すべり防止施設管理委託業務
板倉地区
17.7.1～12.12
委託業務

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年7月1日 1,316,500
事業施工施設のある中山間地に精通し、施設を適正
に管理できるため（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1729
富士通リース（株）長野支店
（長野市岡田町215-1）

大型電子複写機賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31
１台

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 958,860

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1730
庁舎清掃他業務　
H17.4.1～H18.3.31
１人

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 1,608,000

長年の経験と豊富な知識を持ち独身寮の管理状況に
精通した信用のある者を選定することが適当であ
り、競争を許さないことから。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1731
上越市長
（上越市木田1丁目1番3号）

庁舎敷地賃貸借料
上越市
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 1,325,016

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



1732
上越市長
（上越市木田1丁目1番3号）

職員宿舎敷地賃貸借料
上越市
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 1,240,620

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1733
職員宿舎賃貸借料
上越市
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 1,704,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1734
職員宿舎賃貸借料
上越市
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
北陸農政局上越農地保全事業所長
大羽　　泉
（新潟県上越市板倉区針６７９）

平成17年4月1日 828,000

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あることから場所が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借であり、競争を許さないため。（会計法
２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1735
ミヤケテレホンスタッフ
（名古屋市昭和区川名山町4-13）

東海農政局電話交換業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,763,280
ミヤケテレホンスタッフは交換機器の操作に精通し
ており、部署・担当も把握しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

1736
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システム賃貸借

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 3,488,835

当システムは沖電気工業（株）が構築したものであ
り、システム専用機器の賃貸借は競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

1737
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

人事院勧告対応プログラムの購入

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－４）

平成18年2月16日 2,362,500
ソフトウェアの著作権を有する者が当該プログラム
の唯一の販売元であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

1738
ＮＥＣリース（株）
（名古屋市中区錦1-17-1）

現場業務支援システムサーバ賃貸
借及び保守

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,960,176
前年度実績額により契約することが、最も有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1739
ＮＥＣリース（株）
（名古屋市中区錦1-17-1）

農地整備地理情報システムサーバ　
賃貸借

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,285,830
当システムには各種調査結果が累積しており、競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1740 東海農政局小幡寮給食等業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 2,368,800

過去において食堂を営んでいた経験上から食堂調理
業務の衛生面・栄養面に熟知しており、入居職員の
健康に配慮でき、競争入札による無理な減額に伴う
品質・役務内容の低下も避けられるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1741 東海農政局小幡寮清掃等業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,218,240
近隣に居住しており、ゴミ出し等地域のルールに
従って早朝からの業務に対応できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1742
キャノンシステムアンドサポート
（株）
（名古屋市東区東桜2-2-1）

電子複写機に係る賃貸借及び保守
契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 2,386,891
継続して契約することにより適正な価格が見込まれ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

単価契約
１枚　1.6円

1743
キャノンシステムアンドサポート
（株）
（名古屋市東区東桜2-2-1）

電子複写機に係る賃貸借及び保守
契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,504,844
継続して契約することにより適正な価格が見込まれ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

単価契約
１枚  2.0円

1744
キャノンシステムアンドサポート
（株）
（名古屋市東区東桜2-2-1）

電子複写機に係る賃貸借及び保守
契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 8,485,379
継続して契約することにより適正な価格が見込まれ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

単価契約
１枚　1.6円



1745
（株）時事通信社名古屋支社
（名古屋市中区錦2-2-13）

時事行財政情報モニター提供業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 2,079,000
（株）時事通信社が製作から提供まで行っており、
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1746
日本電気（株）中部支社
（名古屋市中区錦1-17-1）

東海農政局行政情報システム保守
業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 9,958,544

日本電気（株）は当局のネットワークシステムを構
築した業者であり、システム全般を熟知しているこ
とから、競争に付することが不利と認められるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1747
日本電気（株）中部支社
（名古屋市中区錦1-17-1）

東海農政局不正アクセス・リアル
タイム監視業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 7,713,300

日本電気（株）は当局のネットワークシステムを構
築した業者であり、システム全般を熟知しているこ
とから、競争に付することが不利と認められるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1748
朝日新聞名古屋販売（株）
（名古屋市北区金城2-4-4）

朝日新聞外の購読契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,164,192
販売ルートが限定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1749
（有）石垣新聞舗
（名古屋市中区錦3-4-19）

中日新聞外の購読契約

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,945,884
販売ルートが限定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1750
日本オ-チスエレベータ（株）
（名古屋市中区栄4-15-32）

名古屋農林総合庁舎エレベータ設
備保守点検業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,127,000

当庁舎のエレベータは日本オーチスエレベータ
（株）が制作設置したもので、機器装置に熟知して
おり、故障の際の部品調達も迅速かつ確実に行える
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1751
日立電子サービス（株）
（名古屋市中区栄1-24-15）

名古屋農林総合庁舎構内電話設備
保守点検業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年4月1日 1,663,200

日立製作所製の電子交換機を使用しており、その保
守専門業者である日立電子サービス（株）は、機器
装置に熟知しており、故障の際の部品調達も迅速か
つ確実に行えるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1752
中部電力（株）
（名古屋市東区東新町1）

東海農政局大江政府倉庫電力供給
契約
4/1～3/31

契約担当官
東海農政局食糧部長
満留　幸男
（愛知県名古屋市昭和区安田通4-
8）

平成17年4月1日 13,116,716
中部電力（株）は電気供給会社であり、電気供給約
款により長期契約を締結してきたため。
（会計法第29条の12、予決令第102条の2）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1753
岐阜県知事
（岐阜市藪田南2丁目1番1号）

平成17年度土地資源活用飼料基盤
拡大基本調査委託

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年7月8日 1,200,000

事前の取り決めにより、地元に精通する県に委託す
ることで、調査精度を高め、地域の問題を具体的に
把握し、かつ地域の将来像に反映できる唯一の機関
であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1754
三重県知事
（津市広明町13）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業委託

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－４）

平成17年7月27日 1,056,990

　本事業は、三重県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。
　したがって、本事業を効率的に実施するには、各
団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指導力を
有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に判断で
きる者に委託することが必要である。
　この点において、三重県知事は、農業協同組合
法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に
おいて、各団体の組織設立の認可や各団体が実施す
る業務等の監督、指導等を行う立場にあり、各団体
の業務体系を熟知するとともに、団体に対する指導
力を十分に有している唯一の者である。
  また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（三重県知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、三重県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

1755
愛知県知事
（名古屋市中区三の丸3-1-2）

平成１７年度農用地基盤管理技術
策定調査（緊急水田転換畑調査）　
外１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年5月26日 3,600,000

本調査は、現地に実証ほ場を設置し、地域に適応し
た作物における排水対策技術を確立させるものであ
る。技術確立のために不可欠な特定の情報を得る為
には、栽培技術等の情報について日頃より把握して
いる部局である県農業改良普及課（普及指導セン
ター）を有している県が唯一の機関であり、事前の
取り決めにより県に委託し、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1756

岐阜県土地改良事業団体連合会 
  
  
（岐阜市下奈良2-2-1）

平成１７年度排水対策基盤整備調
査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年6月2日 3,150,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1757
愛知県土地改良事業団体連合会
（名古屋市西区栄生1-18-25）

平成１７年度排水対策基盤整備調
査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年6月2日 1,575,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1758
国立大学法人岐阜大学
（岐阜市柳戸1-1）

平成１７年度計画基準基礎諸元調
査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年6月9日 1,050,000

計画基準の制・改訂の根拠となる調査データは、そ
の信頼性を確保するため、農学博士の知識と調査
データに対する高度な判断（調査データの採用・不
採用・修正等）を公平且つ確実に行える充分な経験
を持つ学識経験者の協力が必要である。また、本学
の教授は長きに渡り計画基準の原案を作成する「計
画基準検討委員会」の委員や幹事を歴任し、また、
助手は教授の指導のもと本調査を長期実施してお
り、経験は十分あり平成１６年度から「計画基準検
討委員会」の幹事を務めており、豊富な経験と知識
を持ったこの者に協力要請することにより確実に調
査の目的を達することができる。以上のことから行
政目的を達成するために不可欠な特定の情報を提供
することが可能な本学から提供を受けることとなる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



1759
国立大学法人岐阜大学
（岐阜市柳戸1-1）

平成１７年度計画基準基礎諸元調
査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年6月9日 1,260,000

計画基準の制・改訂の根拠となる調査データは、そ
の信頼性を確保するため、農学博士の知識と調査
データに対する高度な判断（調査データの採用・不
採用・修正等）を公平且つ確実に行える充分な経験
を持つ学識経験者の協力が必要である。また、本学
の教授は長きに渡り計画基準の原案を作成する「計
画基準検討委員会」の委員や幹事を歴任し、また、
助手は教授の指導のもと本調査を長期実施してお
り、経験は十分あり平成１６年度から「計画基準検
討委員会」の幹事を務めており、豊富な経験と知識
を持ったこの者に協力要請することにより確実に調
査の目的を達することができる。以上のことから行
政目的を達成するために不可欠な特定の情報を提供
することが可能な本学から提供を受けることとなる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1760
三重県土地改良事業団体連合会
（津市広明町330）

平成１７年度土地改良事業計画特
殊調査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年6月27日 9,576,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1761
国立大学法人三重大学
（津市栗真町屋町1577）

平成１７年度農業水利行政課題等
調査委託　１式

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－４）

平成17年9月1日 1,300,000

本学の教授は農業水利に関し専門的知識を有してお
り国土審議会水資源開発分科会等の各種委員を行う
など、農業水利行政・河川行政に幅広く係わってい
る。また、土地改良区の合併後の課題となる維持管
理（水管理）や乾田直蒔きの普及に伴う用水計画へ
の影響についての研究情報を持っている東海地方で
唯一の大学であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1762
木津用水土地改良区
（小牧市中央1-346）

木津用水地域水質調査業務委託
愛知県小牧市・岩倉市ほか
H17.12.19～H18.3.31

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－４）

平成17年12月19日 1,039,500

　本業務は、都市化・混住化により、用水路内に家
庭雑排水の混入し、水質障害を起こしていることか
ら、地域の営農状況及び取水量の変化等に精通して
いなければ的確な水質データが取れないこと。ま
た、水路流下状態を把握していることから採水の機
会を迅速にとらえることが出来るのは当用水を管理
している木津用水土地改良区しかないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1763
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2-16-10）

中勢用水地区用水計画等検討業務

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－４）

平成17年10月24日 9,870,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1764
富士電機システムズ（株）中部支
社
（名古屋市中区錦1-19-24）

濃尾用水地区犬山頭首工取水制御
施設点検保守業務

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 3,465,000

本業務は、犬山頭首工の水管理機器の点検保守を実
施するものであるが、当該施設は、富士電機㈱が本
頭首工の専用施設として独自の技術をもって設計製
作された施設であることから、本業務を行うに当
たって他社との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

1765
（社）犬山市シルバー人材セン
ター
（犬山市松本町2-7）

濃尾用水地区犬山頭首工取水施設
及び操作室周辺等保守業務

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 2,620,120

本業務は、犬山頭首工管理所で管理する取水施設の
保守並びに清掃作業を行うものである。取水・通水
施設の浮遊物を除去し、早急に取水・通水を行う必
要がある。当管理所近隣に所在する業者では（社）
犬山市シルバー人材センターのみであり、本業務を
適切かつ効率的に実施にあたって他社との競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1766
松下リース・クレジット（株）
（名古屋市東区代官町31-26）

デジタル複合機外賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,695,960
継続して契約することにより適正な価格が見込まれ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



1767
（財）愛知・豊川用水振興協会
（名古屋市東区白壁1-50）

広域基盤整備計画調査　木曽川・
豊川地域施設別事業費等調査業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年6月24日 1,995,000

（財）愛知・豊川用水振興協会は、本業務の対象と
なる施設の管理業務を行っている等当該施設及び調
査地区内を十分に把握しており、本業務を適切かつ
効率的に実施できる唯一の者であり、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1768
（株）三祐コンサルタンツ
（名古屋市中区錦2-15-22）

地域整備方向検討調査日光川流域
地区整備構想策定業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年7月4日 7,560,000

本業務は、地域整備方向検討調査「日光川流域地
区」の一環として、国営尾張西部事業で行った排水
解析の基礎諸元を見直し、排水シミュレーションの
再構築を行い、本地域の総合的な排水対策を検討す
るとともに、整備計画を概定するものである。本業
務は本業務の実施にあたっては当該分野における高
度な専門知識、専門技術、業務経験等を特に必要と
するため、相応の技術力を有する者であること、及
び業務成果品の品質及び整合性を図る観点からも、
同一担当技術者が実施する必要がある。このことに
より、本業務の実施にあたっては、他の業者との競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３条４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1769
岐阜県土地改良事業団体連合会
（岐阜市下奈良2-2-1）

西濃用水第二期地区受益地状況等
調査業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年7月25日 6,006,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1770
西濃用水土地改良区連合
（岐阜県揖斐郡揖斐川町上岡島上
がり19-3）

西濃用水第二期地区受益地検討等
調査業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年8月10日 2,000,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1771
岐阜県土地改良事業団体連合会
（岐阜市下奈良2-2-1）

広域農業基盤整備管理調査飛騨東
部第一地区施設管理状況調査

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年9月9日 1,365,000

当連合会は本業務の対象となる施設の管理者である
各土地改良区を総括・指導しており、対象地区全体
の施設の利用状況及び課題を統一的に判断出来る情
報を持っているのは本連合会しかなく、他と競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1772
愛知県土地改良事業団体連合会
（名古屋市西区栄生1-18-25）

広域農業基盤整備管理調査南知多
地区施設管理状況調査

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年9月21日 1,207,500

当連合会は本業務の対象となる施設の管理者である
各土地改良区を総括・指導しており、対象地区全体
の施設の利用状況及び課題を統一的に判断出来る情
報を持っているのは本連合会しかなく、他と競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1773 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,224,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1774 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,128,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1775 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,128,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1776 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,164,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1777 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,164,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1778 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,164,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1779 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 955,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1780 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 1,165,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1781 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 948,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1782 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 990,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1783 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為代理
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所次長
空野　光治
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月1日 990,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1784
（株）丸徳鉄工
（岐阜市加納安良町53）

濃尾用水地区犬山頭首工除塵機ベ
ルトコンベア改造工事

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年11月1日 3,465,000
再度の入札をしても落札者がないため。
（予決令９９条の２による）

その他 ―
１７年度限
り

1785
日本技研（株）
（名古屋市中区千代田2-16-10）

地域整備方向検討調査明治用水地
区事業構想検討業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年4月28日 14,805,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



1786
若鈴コンサルタンツ（株）
（名古屋市西区歌里町349）

特定中山間保全整備基本計画調査
飛騨北部地域定量化検討業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年6月1日 3,990,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1787
日技クラウン（株）
（名古屋市中区千代田2-16-10）

国営土地改良事業地区調査西濃用
水第二期地区営農計画等検討調査
業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年11月15日 7,665,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1788
（株）葵エンジニアリング
（名古屋市中村区佐古前町22-6）

国営土地改良事業地区調査西濃用
水第二期地区施設計画検討業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成17年11月30日 10,500,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1789
（株）パスコ
（名古屋市中区錦2-2-13）

国営土地改良事業地区調査西濃用
水第二期地区地形図作成業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局木曽川水系土地改良調
査管理事務所長
尾川　幸彦
（名古屋市昭和区白金三丁目11番
16号）

平成18年1月24日 9,870,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1790
昭和建物管理（株）
（名古屋市中区錦3-23-31）

平成１７年度土地改良技術事務所
内清掃業務　１式

分任支出負担行為担当官
東海農政局土地改良技術事務所長
米山　元紹
（名古屋市中区三の丸1-2-2）

平成17年4月1日 1,617,000
当館共用部の清掃業務の落札者と、当事務所の清掃
契約をすることが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

1791
平成１７年度合宿舎管理請負業務　
１式

分任支出負担行為担当官
東海農政局土地改良技術事務所長
米山　元紹
（名古屋市中区三の丸1-2-2）

平成17年4月1日 1,704,000

各管理会社等に管理請負の可否について調査した
が、当所の契約内容に対し、採算等が合わず該当す
る業者がなかった。そのため、前年度契約した当人
が、管理運営に精通し、経済的に有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1792
日本電気（株）中部支社
（名古屋市中区錦1-17-1）

平成１７年度東海農政局管内農業
農村整備情報ネットワークシステ
ム機器保守業務　１式

分任支出負担行為担当官
東海農政局土地改良技術事務所長
米山　元紹
（名古屋市中区三の丸1-2-2）

平成17年4月1日 1,934,100

このシステムについては、日本電気（株）製であ
り、他の業者では保守を行うことが不可能であるの
で、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

1793
矢作川沿岸土地改良区連合
（西尾市西浅井町郷西田97）

受益面積調査（矢作第二地域）業
務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年5月20日 2,900,000

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1794
愛知県土地改良事業団体連合会
（名古屋市西区栄生1-18-25）

六ツ美幹線水路上部利用住民参加
型計画策定業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年6月15日 4,609,500

農業農村整備事業に関わる知識が豊富であり業務目
的を理解しており、ワークショップに関わる業務内
容を熟知し、信頼性が高く、新矢作川用水事業に精
通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

1795
山陽映画（株）関西支社
（大阪市中央区北浜4-1-21）

記録映像撮影編集業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年7月19日 3,675,000

プロポーザル方式により、新矢作川用水農業水利事
業所建設コンサルタント選定委員会において審査し
採用された山陽映画（株）の技術提案書の6ヶ年の
構成に基づく2年目であるため。
（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1796
特定非営利活動法人グラウンド
ワーク東海
（名古屋市東区東桜2-3-7-616）

矢作川流域水利用検討企画運営業
務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年9月12日 1,512,000

地域住民・企業・行政の三者がパートナーシップを
組み、地域の身近な環境を整備・改善する運動であ
る「グランドワーク」を普及・啓発するとともにグ
ランドワーク活動団体を支援する諸事業を行ってお
り、フォーラムなどの主催・運営や住民参加型の計
画づくりなど住民参加型イベントに対するノウハウ
の技術を保有している特定非営利活動法人　グラン
ドワーク東海以外に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



1797
矢作川沿岸土地改良区連合
（西尾市西浅井町郷西田97）

ほ場単位用水量等調査（矢作川第
二地域）業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年9月15日 1,940,000

新矢作川用水地区の事業計画に係わる矢作川第二地
区のほ場単位用水量調査及び作付け実績調査の実施
に当たっては、関係土地改良区における水管理実態
及び、作付け状況等の情報を有している必要がある
が、これらの情報を有しているのは当団体しかな
く、他と競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1798

（社）愛知県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（名古屋市中区葵1-27-32）
（社）愛知県公共嘱託司法書士協
会
（名古屋市熱田区新尾頭1-12-3）

平成17年度公共嘱託業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年6月14日 3,471,160

所掌範囲が広域で、所轄法務局が４ヶ所（豊田・刈
谷・岡崎・西尾）となり、処理件数が大量であるこ
とから、土地家屋調査士相互の協力が得られ事務処
理の適正かつ円滑な実施ができる土地家屋調査士協
会、権利に関する登記については司法書士が行って
おり上記と同様の理由で司法書士協会が唯一の団体
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
資料調査
（公簿類）
710円／筆

1799
平成17年年度職員宿舎及び工事用
資材置場用地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 1,925,280
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1800
（株）篠田商会
（名古屋市東区葵1-26-14）

平成17年度デジタルカラー複合機
に係る保守及び消耗品等の供給契
約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 2,675,139

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元である代理店で
ある（株）篠田商会でなければ履行できないため競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
フルカラー
モード
1,000枚まで　
30円
3,000枚まで　
25円
3,001枚以上　
20円
モノクロ
モード
3,000枚まで　
5円
3,001枚以上　
4円

1801
明治用水土地改良区
（安城市大東町22-16）

平成17年度新矢作川用水農業水利
事業所庁舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 9,878,400
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1802
平成１７年度北部支所建物等賃貸
借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 3,600,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1803
古川用水土地改良区外5名
（西尾市今川町石橋15）

平成１７年度南部支所建物等賃貸
借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 1,656,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1804
平成１７年度池浦宿舎宿舎賃貸借
契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 3,976,995
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1805
平成１７年度池浦Ｂ宿舎賃貸借契
約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
７）

平成17年4月1日 1,872,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1806 平成１７年度法蓮宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
７）

平成17年4月1日 1,746,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1807 平成17年度今池宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 1,740,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1808 平成17年度末広宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1809 平成17年度大山宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 972,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1810 平成17年度出郷宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 936,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1811 平成17年度野池宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 900,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1812 平成17年度新田宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 846,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1813 平成17年度新明宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 840,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1814
（有）桜コーポラス
（安城市桜町4-1）

平成17年度桜町宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日 804,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1815
新矢作川用水地区北野幹線水路北
野Ｂサイホン建設工事施工に伴う
土地使用補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1816
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1817
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1818
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1819
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1820
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1821
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
７）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1822
新矢作川用水地区北野幹線水路西
本郷工区その３工事施工に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
７）

平成17年4月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1823
若鈴コンサルタンツ（株）
（名古屋市西区歌里町349）

新矢作川用水地区六ツ美幹線水路
（天白地区）上部利用測量設計業
務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年6月24日 12,600,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1824
若鈴コンサルタンツ（株）
（名古屋市西区歌里町349）

新矢作川用水地区六ツ美幹線水路
（赤渋地区）上部利用測量設計業
務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成17年8月8日 7,875,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1825
太陽コンサルタンツ（株）東京支
社
（東京都新宿区四谷３-５）

新矢作川用水地区細川幹線水路細
川開水路他施設機能検討その１業
務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新矢作川用水農業水利
事業所長
市野　吉造
（愛知県安城市大東町２２－１
６）

平成18年1月13日 3,297,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1826
（有）荒木石油代表取締役
（三重県度会郡小俣町元町685）

玉城支所賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 3,438,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1827 事業所土地賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,301,400
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1828 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1829 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1830 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1831 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1832 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1833 桜宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,068,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1834 神社宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 912,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1835 神社宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 912,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1836 神社宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 912,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1837 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1838 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1839 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1840 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1841 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1842 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1843 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1844 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1845 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1846 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1847 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1848 堀宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1849
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）名古屋支店
（名古屋市中区栄5-27-14）

大型複写機賃貸借

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 829,080
継続して契約することにより適正な価格が見込まれ
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

1850
三重県教育委員会教育長
（津市広明町13）

平成１７年度宮川用水第二期地区
埋蔵文化財発掘調査業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月1日 99,970,500

三重県文化財保護条例に基づき、埋蔵文化財に関す
る事務を三重県教育委員会が所管していることか
ら、埋蔵文化財の発掘の施行については三重県教育
委員会が行うこととする取り決めとなっており、競
争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1851
宮川用水土地改良区
（伊勢市河崎1-11-8）

宮川用水第二期地区三条資格者同
意署名簿等取りまとめ業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月8日 3,370,500

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

1852
宮川用水土地改良区
（伊勢市河崎1-11-8）

宮川用水第二期地区現場技術業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月13日 9,878,400

　改修する幹線水路等の現場監督補助を行う業務で
あり、最適な施設の施工を行うため、地元状況及び
既設施設の維持・管理を日常的に実施していること
から得られる情報も必要であり、当該情報を有して
いるのは既施設を管理していて地域及び配水管理業
務に精通している当団体のみであり、競争を許さな
いため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



1853
玉野総合コンサルタント（株）
（名古屋市中村区竹橋町4-5）

宮川用水第二期地区斎宮調整池環
境影響評価調査検討その２業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月19日 6,405,000

本業務は前年度までに実施した業務との一貫性を必
要としており、なおかつ、猛禽類の調査は、個体の
識別が重要であり、同一調査員による観察を行うこ
とで正確な調査結果を得られることから競争を許さ
ないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

1854
宮川用水土地改良区
（伊勢市河崎1-11-8）

平成１７年度宮川用水第二期地区
受益面積及び地下水位等観測調査
業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年4月26日 4,903,500

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1855
（社）三重県公共嘱託登記土地家
屋調査士境界
（津市鳥居町19-8）

平成１７年度登記業務単価契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月10日 9,537,549

当事業地区における不動産登記の嘱託は、広範囲で
大量かつ一時的に集中することから適正迅速に処理
できる組織力・信用力が必要となる。これらの用件
を備えているのは当協会のみであり、競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

【単価契
約】資料調
査公募類７
１０円／筆
他

1856
近畿日本鉄道（株）鉄道事業部名
古屋輸送統括部
（四日市市鵜の森1-16-11）

宮川用水第二期地区笹笛川近鉄橋
梁（山田線冨屋川橋梁）改築実施
設計業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日 28,700,000

本事業においては、農業用水路等を近鉄山田線の軌
道敷下に施工することとしている。
列車保安上極めて重要な軌道敷きに係る工事・設計
は、軌道監視等と一体不可分な施工管理が必要であ
り、既設備（軌道敷）と密接不可分の関係にある
が、鉄道事業における旅客輸送の安全確保を目的と
した軌道の維持は、常に管理者責任の範疇であるこ
とから、軌道維持に必要な軌道監視と一体不可分で
ある工事・設計は、軌道所有者であり管理者である
近鉄に委託する必要がある。
仮に近鉄以外の者に工事・設計を行わせた場合、既
設備に著しい支障が生じ、事故等による責任問題等
が発生するおそれもあり、契約の性質が競争を許さ
ない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1857
宮川用水土地改良区
（伊勢市河崎1-11-8）

宮川用水第二期地区併設用水路仮
廻し水路運転管理業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月30日 2,016,000

　本業務は、既設導水路の断水、改修工事後の通水
作業のための連絡調整、分水工の流量調整及び仮廻
し流量の調整を行い、冬期用水の仮廻しに伴い設置
した施設の運転管理等を行うとともに、上流・下流
部の流量調整等も実施するものであるが、これらの
作業を行うためには、日常行っている管理業務から
得られた水管理に関する情報、水を利用している農
家の営農に関する情報、分水工での流量調整に関す
る情報を駆使して可能となるものであるが、これら
情報等を有しているのは、既施設を管理していて地
域及び配水管理業務に精通している当団体でのみで
あり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

1858
（株）葵エンジニアリング
（名古屋市中村区佐古前町22-6）

宮川用水地区導水路実施設計その
２業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年8月31日 26,145,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1859
若鈴コンサルタンツ（株）
（名古屋市西区歌里町349）

宮川用水地区併設用水路JR横断部
実施設計業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年11月8日 15,750,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

1860
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年7月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1861
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得に伴う立
木取得補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年7月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1862
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1863
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1864
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1865
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1866
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1867
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1868
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1869
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1870
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1871
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1872
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1873
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1874
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1875
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1876
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1877
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1878
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1879
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1880
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1881
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1882
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1883
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1884
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1885
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1886
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1887
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1888
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1889
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1890
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1891
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1892
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1893
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1894
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1895
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1896
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1897
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1898
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1899
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1900
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1901
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1902
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1903
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1904
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1905
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1906
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1907
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1908
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1909
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1910
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1911
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1912
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1913
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1914
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1915
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1916
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1917
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1918
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1919
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1920
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1921
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1922
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1923
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1924
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1925
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1926
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1927
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1928
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1929
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1930
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1931
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1932
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1933
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1934
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1935
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1936
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1937
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1938
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1939
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1940
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1941
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1942
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1943
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1944
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年2月2日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1945
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年2月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1946
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年3月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1947
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1948
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1949
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1950
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年8月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1951
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年8月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1952
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1953
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1954
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1955
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1956
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1957
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1958
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1959
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1960
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1961
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1962
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1963
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1964
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1965
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1966
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1967
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1968
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1969
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1970
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1971
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1972
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1973
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1974
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1975
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1976
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1977
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1978
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1979
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1980
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1981
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1982
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1983
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1984
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1985
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月24日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1986
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月24日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1987
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1988
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1989
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1990
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1991
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1992
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1993
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



1994
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1995
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1996
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1997
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年11月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1998
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年11月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

1999
宮川用水第二期農業水利事業笹笛
川狭窄部改修工事に係る土地の帰
属

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年3月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2000
宮川用水第二期農業水利事業笹笛
川狭窄部改修工事に係る土地の帰
属

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年3月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2001
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2002
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2003
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2004
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年8月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2005
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2006
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2007
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年10月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2008
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木取得補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2009
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2010
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2011
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年11月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2012
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2013
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成17年12月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2014
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2015
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2016
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

支出負担行為担当官
東海農政局長
小栗　邦夫
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－２）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2017
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2018
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2019
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2020
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2021
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2022
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2023
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る物件移転

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年6月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2024
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2025
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2026
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2027
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2028
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2029
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2030
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2031
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2032
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2033
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2034
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2035
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月25日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2036
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2037
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
八木　正広
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年7月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2038
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年8月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2039
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2040
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2041
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2042
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月8日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2043
宮川用水第二期地区併設用水路工
事に係る土地使用補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2044
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2045
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2046
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2047
宮川用水第二期地区併設用水路工
事に係る物件移転補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2048
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2049
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2050
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2051
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2052
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2053
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2054
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2055
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2056
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2057
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2058
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2059
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2060
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2061
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2062
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2063
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2064
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2065
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2066
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2067
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2068
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2069
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2070
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2071
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2072
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月24日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2073
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2074
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2075
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2076
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2077
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2078
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年11月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2079
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年11月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2080
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年11月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2081
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2082
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2083
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2084
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2085
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2086
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2087
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2088
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る物件移転補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月19日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2089
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2090
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2091
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2092
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成17年12月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2093
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る立竹木補償

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年2月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2094
宮川用水第二期農業水利事業笹笛
川狭窄部改修工事に係る土地の帰
属

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年3月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2095
宮川用水第二期農業水利事業笹笛
川狭窄部改修工事に係る土地の帰
属

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年3月13日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2096
宮川用水第二期地区斎宮調整池建
設工事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年9月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2097
宮川用水第二期地区併設用水路工
事に係る土地の取得

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県度会郡御薗村新開８９
２）

平成17年10月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2098
宮川用水第二期農業水利事業笹笛
川狭窄部改修工事に係る土地の帰
属

分任支出負担行為担当官
東海農政局宮川用水第二期農業水
利事業所長
米川　公一
（三重県伊勢市御薗町新開８９
２）

平成18年3月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2099

新濃尾（一期）農地防災事業犬山
頭首工補修工事に伴う土地使用補
償契約
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2100

新濃尾（一期）農地防災事業犬山
頭首工補修工事に伴う土地使用補
償契約
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2101

平成１７年度東海農政局新濃尾農
地防災事業所庁舎用地の賃貸借契
約
H17.4.1～H18.3.31

支出負担行為担当官
東海農政局長
吉田　岳志
（愛知県名古屋市中区三の丸１－
２－８４）

平成17年4月1日 12,232,692
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2102
木津用水土地改良区
（小牧市中央1丁目346番地）

犬山支所建物等賃貸借契約・犬山
市大字犬山字西古券地先
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 3,925,188
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2103
羽島用水土地改良区
（岐阜県羽島郡笠松町新町42）

平成１８年度羽島支所建物等賃貸
借契約・岐阜県羽島郡笠松町新町
４２
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 3,795,084
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2104
大和工商リース（株）名古屋支店
（名古屋市中区大須4-10-32）

事業所会議室賃貸借契約・一宮市
八幡５－１－１４
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 2,784,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2105
神山２号宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 1,104,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2106
馬引宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 1,116,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2107
昭和建物（株）
（一宮市神山2-3-23）

新生宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 1,140,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2108
毛受宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 912,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2109
毛受宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 912,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2110
音羽宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 996,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2111
平和１号宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 876,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2112
岩神宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 906,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2113
岩神宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 810,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2114
松本宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 876,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2115
薬師寺宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 864,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2116
神山宿舎賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月1日 1,344,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2117
新濃尾（一期）地区羽島用水路一
色工区その２工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2118
学校法人名古屋女子大学
（名古屋市瑞穂区汐路町3-40）

新濃尾（一期）地区オオサンショ
ウウオ保全対策検討その９業務
（委託）
H17.4.28～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年4月28日 3,900,000

この業務は、文化財保護法の規定により策定された
オオサンショウウオ保全計画に基づいて犬山頭首工
補修工事実施中のモニタリング調査を実施するにあ
たり、この調査には専門知識と的確な助言を要求さ
れるため、適格者を検討したところ、専門知識と経
験を兼ね揃えた学識経験者は学校法人名古屋女子大
学以外にはなかったため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2119
国立大学法人岐阜大学
（岐阜市柳戸1-1）

新濃尾（一期）地区大江排水路に
係る生態系調査業務（委託）
H17.5.13～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年5月13日 1,050,000

この業務は、大江排水路改修工事において、同排水
路に生息する魚類等に配慮することが求められてお
り、その生息状況を把握するためには専門知識を有
する学識経験者の指導・助言のもと調査を行う必要
があるため、適格者を検討したところ、専門知識と
経験を兼ね揃えた学識経験者は国立大学法人岐阜大
学以外にはなかったため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2120
木津用水土地改良区
（小牧市中央1丁目346番地）

新濃尾（一期）地区水質調査業務
（委託）
H17.6.15～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年6月15日 1,459,500

この業務は、木津用水路の用水が家庭雑排水等によ
り水質障害を起こしていることから、地域の営農状
況及び排水状況を踏まえ、水質の変動並びに悪化の
要因等について解析を行うこととしており、更に過
去のデータを基にした経年的な解析も行うこととし
ている。以上のことを鑑み、今回の調査を効率的且
つ的確に行うためには、農業以外の地域の家庭雑排
水の流入状況等を熟知し、農業用水における水質の
専門知識も有している木津用水土地改良区以外には
なかったため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2121
（株）文化映画新社
（東京都千代田区平河町1-8-11）

新濃尾（一期）地区記録映像製作
業務
H17.8.1～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年8月1日 2,394,000

この業務は、平成１６年度にプロポーザル方式を採
用しており、事業工期を勘案し、６ヶ年分（平成１
６年度～２１年度）の技術提案審査で各社から提出
された技術提案を総合的に審査した結果、最も業務
実施方針の優れた（株）文化映画新社を特定したも
のである。これを受け、一連の業務として平成１６
年度には企画、シナリオの作成及び撮影・編集等が
行われている。プロポーザル方式の技術提案提出要
請書内で平成１７年度以降についても随意契約の意
向を示していることや企画した内容や撮影の構成等
を十分に把握している（株）文化映画新社以外にな
かったため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2122
中部電力（株）一宮営業所
（一宮市浜町6-2）

新濃尾（一期）地区大江排水路一
宮工区その３工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年9月22日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2123
新濃尾（一期）地区大江排水路稲
沢工区その１２工事施工に伴う損
失補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年10月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2124
宮田用水土地改良区
（稲沢市稲沢町北山178）

新濃尾（一期）地区効果関連資料
調査業務（委託）
H17.10.26～H18.3.27

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年10月26日 1,218,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2125
愛知県土地改良事業団体連合会
（名古屋市西区栄生1-18-25）

新濃尾（一期）地区濃尾用水地域
資源保全実態調査業務（委託）
H17.12.5～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年12月5日 2,089,500

地域農業の実態や土地改良施設の保全管理に精通し
ている事が必要であり、土地改良施設の多くは、土
地改良区、市町村が管理しているが、連合会は県内
のこれらの土地改良施設の保全業務に係る技術援助
及び管理指導に実績を有す唯一の団体である。ま
た、濃尾用水エリアの農業振興地域での同様の調査
を完了しており、それらのデータは本業務で調査す
る市街化区域のデータと併せて取りまとめに使用す
ることができ、コスト面で他社と比べて格段に有利
であるため。
（会計法第29条第3条第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



2126
新濃尾（一期）地区羽島用水路徳
田工区その３工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年1月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2127

鹿島・東亜新濃尾（一期）農地防
災事業犬山頭首工補修その3工事
特定JV
（名古屋市中区新栄町2-14）

新濃尾（一期）地区犬山頭首工補
修工事仮設ヤード復旧工事
岐阜県各務原市鵜沼小伊木町及び
愛知県犬山市大字犬山字北古券地
先
H18.1.19～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年1月17日 89,250,000

本工事は、犬山頭首工補修工事における仮設ヤード
を撤去していたところ、過年度に施工した周辺の河
川護床が洗堀等による不安定な状況になっているこ
とが見つかり災害を未然に防ぐことから、河川内工
事が認められている５月までに工事を完了させなけ
ればならないことから、この工事の実施に当たって
は、現在施工中の犬山頭首工補修その３工事の請負
者に実施させることが工期の短縮となり、工事の円
滑且つ適切な実施に資するため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2128
新濃尾（一期）地区羽島用水路伏
屋工区その２工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年2月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2129
新濃尾（一期）地区羽島用水路慰
安沢工区その８工事施工に伴う損
失補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2130
新濃尾（一期）地区羽島用水路野
中工区その１工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2131
新濃尾（一期）地区大江排水路一
宮工区その４工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2132
新濃尾（一期）地区羽島用水路徳
田工区その１工事ほか施工に伴う
移設補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2133
新濃尾（一期）地区羽島用水路野
中工区その１工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2134
新濃尾（一期）地区羽島用水路野
中工区その２工事施工に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成18年3月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して契約を行うものであり、工事に必要となる
土地等の権利者との契約であることから、場所及び
契約相手方が限定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2135
太栄コンサルタンツ（株）
（名古屋市中区千代田3-26-18）

新濃尾（一期）地区犬山頭首工操
作管理所他設計業務

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所
長
中森　一郎
（一宮市八幡５－１－１４）

平成17年12月21日 18,375,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2136 西濃庁舎駐車場賃貸借

契約担当官
岐阜農政事務所長
平井　規雄
（岐阜県岐阜市中鶉２－２６）

平成17年4月1日 1,296,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2137
岐阜リコー（株）
（岐阜市長森細畑427）

電子複写機保守

契約担当官
東海農政局岐阜統計・情報セン
ター長
榊原　正裕
（岐阜市金竜町５－１３）

平成17年4月1日 1,343,151

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元である岐阜リ
コーでなければ履行できないため競争を許さないた
め
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



2138 高山宿舎建物等賃貸借契約

契約担当官
岐阜農政事務所長
平井　規雄
（岐阜県岐阜市中鶉２－２６）

平成17年4月1日 1,056,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2139 ひだ宿舎建物等賃貸借契約

契約担当官
岐阜農政事務所長
平井　規雄
（岐阜県岐阜市中鶉２－２６）

平成17年4月1日 1,728,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2140
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

【GISソフト】SIS MapModeller 
Ver6.2 1式　SIS Map Viewer 
Ver6.2 6式技術サポート契約

契約担当官
東海農政局津統計・情報センター
長
山下　勝也
（三重県津市丸之内２６－８）

平成18年2月27日 1,800,000

面積調査で使用している農地資源情報システムに含
まれるＧＩＳデータを変換せずにそのまま使用でき
るＳＩＳシステムを取り扱っているのが、このイン
フォマティクス唯一であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2141
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

平成１７年度給与計算システム賃
貸借料　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 3,588,585

このシステムは、沖電気工業（株）が整備・構築し
たものであり、新たに契約相手方を選定した場合、
システムの再構築が必要となり、不測の日数を要す
るとともに、システムの運用に支障をきたし、業務
に多大な影響を及ぼす事となるため。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

2142
（株）時事通信社大阪支社
（大阪市中央区平野町4-2-16）

時事行政情報（ｉＪAＭＰ）提供
業務請負　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 2,142,000

中央省庁や地方自治体等の農林水産関係の情報及び
農作物市況等の動向をきめ細かく迅速、かつ的確に
把握し、日々の業務に活用する必要がある。時事行
財政情報は、中央省庁、地方自治体に配置した取材
記者からの原稿を迅速に処理できる「時事通信社全
国ネットワーク」を確立しており、中央省庁をはじ
め地方自治体まで幅広く、かつ有益な行財政情報を
迅速・効率的に入手することができ、さらに各種の
統計、指標及び過去記事等のデータベースが整備さ
れており、本業務における行財政ニュースや各分野
の最新情報も（株）時事通信社のみが取り扱ってい
るとともに、著作権も有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2143
（株）三井田商事
（京都市伏見区竹田西内畑町19）

電子複写機保守　２式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 7,116,480

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
リコーの特約代理店である（株）三井田商事が納入
していることから、同社が当該機器の保守を行う。
他に保守を行う業者がなく競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2144
（株）三井田商事
（京都市伏見区竹田西内畑町19）

電子複写機保守　２式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 2,479,260

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
リコーの特約代理店である（株）三井田商事が納入
していることから、同社が当該機器の保守を行う。
他に保守を行う業者がなく競争を許さないため。）
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2145
（株）大塚商会京都支店
（京都市中京区烏丸通御池下ル虎
屋566-1）

カラー電子複写機保守　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 2,729,052

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。保守につ
いては特約代理店である（株）大塚商会京都支店
が、当該機器の保守を行う。他に保守を行う業者が
なく競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2146
日本電気（株）京都支店
（京都市下京区堀川通綾小路下ル
綾堀川町293-1）

近畿農政局不正アクセス・リアル
タイム監視業務　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 8,346,450

近畿農政局行政情報システム及び近畿農政局ホ－ム
ペ－ジのプロバイダ－は日本電気（株）であり、外
部からの攻撃に対し、外部からの入り口であるプロ
バイダーにおいてセキュリテイ対策を行うため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2147
日本電気（株）京都支店
（京都市下京区堀川通綾小路下ル
綾堀川町293-1）

近畿農政局行政情報システム保守
業務　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 10,447,615

このシステムは日本電気（株）が構築・設置したも
のであり、障害が発生した場合は、早期に復旧し、
近畿農政局の業務の停滞を短期間に解消することが
重要であり、本システム全般に熟知し部品調達など
で短期間に復旧できる保守体制が確立していること
が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



2148
阪神電気鉄道（株）
（大阪市北区梅田2-5-25）

自給率向上のためのイベント開催
会場等の賃貸借等　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年12月16日 4,463,172
イベントの目的を達成することができる条件を満た
す会場が当会場以外になく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2149
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

平成１７年度人事院勧告対応プロ
グラム　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成18年3月13日 2,362,500

国家公務員の給与体系が変更となる人事院勧告が平
成１７年１１月に国会で可決され、平成１８年４月
から給与体系の大幅な変更等がなされることとなっ
た。これを受け、他社が新たな給与計算システムを
再構築する事は、多大な経費と時間を要するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

2150

荏原冷熱システム（株）京都営業
所
（京都市伏見区横大路三栖山城屋
敷町122）

京都農林水産総合庁舎冷温水機設
備保守業務　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年4月18日 1,145,500

この設備は（株）荏原製作所が製造したものであ
る。同社では自社製機器のメンテナンスを荏原冷熱
システム（株）に委託しており、他の業者では保守
を行うことが不可能であるので、競争を許さないた
め。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2151
（株）京阪装美
（京都市左京区岡崎徳成町10-4）

平成１７年度農林水産省深草寮及
び向日寮管理業務

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院下長者町下
ル丁字風呂町）

平成17年4月1日 8,725,982

本業務を請け負うには、信頼性・継続性が非常に重
要な要素であり、この点において（株）京阪装美
は、本業務に誠実に履行してきた実績があり、信頼
性も高く業務内容にも精通している。以上のことか
ら、本業務を適正かつ円滑に履行できる業者は
（株）京阪装美以外にないと考えられるため、平成
１７年度も平成１６年度に引き続き随意契約に附す
る。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2152
京都府知事
（京都市上京区下立売通新町西入
薮ノ内町85の3）

平成１７年度土地改良事業調査計
画（京都地域）　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
(京都市上京区西洞院通リ下長者下
ル丁子風呂町）

平成17年11月11日 1,580,000

本調査は、京都府内の農業農村整備事業等の実績や
農業用基幹水利施設等の整備状況についての調査で
ある。京都府は農業農村整備事業等の認可権者であ
り、かつ指導・監督権限を有していることから本調
査資料を持っており、事前にその資料提供に応諾し
たことから、京都府に委託することが最も有利であ
り競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2153
大阪府知事
（大阪市中央区大手前2丁目1番22
号）

平成１７年度土地改良事業調査計
画（大阪地域）１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年11月11日 1,480,000

本調査は、大阪府内の農業農村整備事業等の実績や
農業用基幹水利施設等の整備状況についての調査で
ある。大阪府は農業農村整備事業等の認可権者であ
り、かつ指導・監督権限を有していることから本調
査資料を持っており、事前にその資料提供に応諾し
たことから、大阪府に委託することが最も有利であ
り競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2154
兵庫県知事
（神戸市中央区山手通5-10-1）

平成１７年度土地改良事業調査計
画（兵庫地域）１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年11月22日 2,190,000

本調査は、兵庫県内の農業農村整備事業等の実績や
農業用基幹水利施設等の整備状況についての調査で
ある。兵庫県は農業農村整備事業等の認可権者であ
り、かつ指導・監督権限を有していることから本調
査資料を持っており、事前にその資料提供に応諾し
たことから、兵庫県に委託することが最も有利であ
り競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2155
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1丁目1番地）

平成１７年度土地改良事業調査計
画（和歌山地域）１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年11月22日 1,890,000

本調査は、和歌山県内の農業農村整備事業等の実績
や農業用基幹水利施設等の整備状況についての調査
である。和歌山県は農業農村整備事業等の認可権者
であり、かつ指導・監督権限を有していることから
本調査資料を持っており、事前にその資料提供に応
諾したことから、和歌山県に委託することが最も有
利であり競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2156
滋賀県知事
（大津市京町4丁目1番1号）

平成１７年度土地改良事業調査計
画（滋賀地域）１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年10月27日 2,180,000

本調査は、滋賀県内の農業農村整備事業等の実績や
農業用基幹水利施設等の整備状況についての調査で
ある。滋賀県は農業農村整備事業等の認可権者であ
り、かつ指導・監督権限を有していることから本調
査資料を持っており、事前にその資料提供に応諾し
たことから、滋賀県に委託することが最も有利であ
り競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2157
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1丁目1番地）

平成１７年度土地改良事業計画特
殊調査「日向地区」１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年6月29日 2,500,000

本委託事業は、日向地区における地質構成や地質特
性に基づき、地元意向を踏まえ急傾斜地における樹
園地（梅）の再編整備に向けて、整備コストを抑え
た農地造成計画の策定を行うものである。本委託事
業の遂行に必要とされる地域特有の自然的・社会的
な諸条件に関する情報収集や地元関係者の意向把握
の能力に優れ、また、それら所有する関係資料の提
供を事前に応諾し、かつ、事業主体として、本調査
と合わせて土地改良事業計画のとりまとめを行うこ
とができる和歌山県に委託することが最も有利であ
り、競争を許さないため。
（会計法２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2158
大阪府知事
（大阪市中央区大手前2丁目1番22
号）

平成１７年度土地改良施設等利活
用モデル調査　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年10月13日 4,400,000

本委託事業は、泉州地区において農業用水施設の持
つ潜在的利用価値を利用し、より一層経済性の高い
土地改良事業計画を策定することを目的として、農
業用用水路を対象とした小水力発電施設の設置に関
する検討を行うものである。本委託事業の遂行に必
要とされる現況施設の構造、水利権、通水実績等の
諸条件に関する情報収集や、地元関係者及び施設管
理者の意向把握の能力に優れているとともに、それ
ら所有する関係資料の提供を事前に応諾し、かつ、
事業主体として、本調査と合わせて土地改良事業計
画の取りまとめを行うことができる大阪府に委託す
ることが最も有利であり、競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2159
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1丁目1番地）

平成１７年度広域農村総合整備基
本調査（有田地域）１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年8月24日 1,300,000

本委託事業は、和歌山県下５市町を対象に、地域の
生産環境、生活環境、自然環境等の諸条件について
広域的に調査分析し、生産基盤の整備、定住条件の
整備、地域資源の利活用等を具体化するためのモデ
ル的な基本計画を樹立し、もって農山村の総合的、
計画的な整備の推進に資することを目的として行う
ものである。実施にあたっては、対象地域における
各種統計資料及び計画書を有するとともに、それら
所有する関係資料の提供を事前に応諾し、かつ、土
壌調査の調査手法等について精通していることか
ら、和歌山県に委託することが最も有利であり、競
争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2160
奈良県土地改良事業団体連合会
（奈良市高畑町1116-6　なら土連
会館内）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年11月11日 1,200,000

本業務は、奈良県内の土地改良区が有する最新の基
幹水利施設、ため池等の土地改良施設や維持管理計
画書などを調査するものである。同連合会は、県内
の８８の土地改良区を会員として土地改良事業の運
営や施設管理事業をしていることから本調査資料を
有しており、競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2161
兵庫県土地改良事業団体連合会
（神戸市中央区北長狭通5丁目5番
20号）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年11月11日 1,800,000

本業務は、兵庫県内の土地改良区が有する最新の基
幹水利施設、ため池等の土地改良施設や維持管理計
画書などを調査するものである。同連合会は、県内
の３３９の土地改良区を会員として土地改良事業の
運営や施設管理事業をしていることから本調査資料
を有しており、競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2162
亀岡市長
（亀岡市安町野-上八番地）

平成１７年度緊急水田転換畑調査
「亀岡地区」１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年7月15日 1,700,000

本調査は、国営農地再編整備事業で整備された大区
画ほ場において、大豆・大麦等の栽培技術を確立
し、水田畑利用の一層の推進を図るために必要な明
きょ、暗きょ等の基盤整備と一体的に行う地表排水
対策強化技術の効果検証を行い、地域に適合した基
盤管理技術を確立することを目的としており、水田
転換畑において、作付体系ごとに地表排水対策等の
各種対策技術を組合わせながら適用した場合の効果
を検証するものである。
実施にあたり、実証ほ場の選定及び地表排水強化対
策の施工等について、耕作者や地元の関係機関と十
分に調整を行いつつ迅速かつ的確に行える亀岡市に
本調査を委託することが最も有利であり、また、事
前に関係資料の提供についても応諾したことから競
争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2163
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

平成１７年度環境負荷軽減水管理
技術確立調査「木浜地区」１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年7月14日 4,000,000

本調査は、環境保全型農業技術と一体的に行う用排
水管理による農地系面源負荷軽減技術を確立するこ
とを目的とし、「循環型かんがい」、「水位保持型
暗きょ」、「浅水代かき・止め水かんがい」、「減
化学肥料施肥」による環境負荷軽減効果の定量的把
握及び適正な農業用用排水管理手法の検証を行うも
のである。国立大学法人京都大学は、学術的知見に
基づいた農地系面源負荷軽減技術に関する研究につ
いて、先駆的に継続して取り組んでおり、本委託事
業に関する研究成果を最も多く有していることか
ら、本大学に委託することが最も有利であり、競争
を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2164
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

平成１７年度多面的機能維持増進
調査「泉南地区」　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年7月14日 6,000,000

本調査は、農業・農村が持つ多面的機能のうち、自
然科学的な機能について定量的評価手法を確立する
もので、大阪府泉南地区のため池群とその受益地域
一帯を対象に、ため池及び農地が持つ「洪水防止機
能」、「機構緩和機能」、「土砂流出防止機能」に
ついて評価手法を検討・確立するものである。国立
大学法人京都大学は、学術的知見に基づいた農業・
農村が持つ多面的機能に関する研究について、先駆
的に継続して取り組んでおり、適切な業務の実施が
できる本大学に委託することが最も有利であり、競
争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2165
公立大学法人大阪府立大学
（堺市学園町1番1号）

平成１７年度計画基礎諸元調査
（用排水・ほ場整備基礎諸元調
査）「新湖北地区」　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通リ下長者
下ル丁子風呂町）

平成17年7月1日 1,200,000

本調査は、環境との調和に配慮して整備された末端
用水路を対象に、施工後の基礎諸元値（流量、流
速、水深等）の時系列変化を把握し、環境との調和
に配慮した用水計画を策定するに当たって必要とな
る技術的諸課題を検討するものである。本大学は、
学術的知見に基づいた地域用水及び生物生息調査等
に関する研究について、先駆的に継続して取り組ん
でおり、本委託事業に関する研究成果を最も多く有
していることから、適正な業務の実施ができる本大
学に委託することが最も有利であり、競争を許さな
い。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2166
奈良県知事
 （奈良市登大路町30番地）

平成１７年度畜産環境基本調査 
１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル)

平成17年5月17日 2,000,000

本調査は、奈良県南部地域における畜産経営が周辺
地域の生活環境に及ぼす影響について調査・検討
し、畜産経営の生産基盤と及び地域の生活環境を一
体的に整備するための地域畜産環境改善構想策定に
向けた環境実態調査を行うためのものである。経済
的かつ効率的に実施するためには、本地域における
農業面及び都市化に関する地域整備に深く関与して
いる者に委託することが必要である。この点奈良県
は過去に奈良県南部地域の整備・開発に関し行政と
して深く関与しており、調査対象地域における土地
利用や畜産経営の状況等、地域の実情に精通してい
る唯一の者である。
　こうした状況を踏まえ、事前に奈良県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
(会計法２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2167
京都府知事
（京都市上京区下立売通新町西入
薮ノ内町）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業委託

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル)

平成17年7月15日 1,953,000

　本事業は、京都府において、地域農林漁家と密接
な関わりを持つ農業協同組合、森林組合、漁業協同
組合、土地改良区の職員を対象に、人権問題に関す
る教育・啓発を行うことにより、農林漁業を振興す
る上で阻害要因となっている同和問題を始めとした
広範な人権問題の解消を図るとともに、活力ある開
かれた地域農林漁業を確立することを目的とするも
のである。
　したがって、本事業を的確かつ効率的に実施する
には、各団体の組織や業務体系等を熟知し、団体に
対する指導力を有し、かつ、地域の実情に精通し、
地域で取り組むべき人権課題を適切に判断できる者
に委託することが必要である。この点、京都府知事
は、農業協同組合法、水産業協同組合法、森林組合
法、土地改良法において、各団体の組織設立の認可
や各団体が実施する業務等の監査、指導等を行うこ
ととされていることから、各団体の組織、業務体系
を熟知するとともに、団体に対する指導力を十分に
有し、かつ、地域の実情にも精通している唯一の者
である。
　このことから、本事業を的確かつ効率的に実施で
きる唯一の者である京都府知事と随意契約を行うも
のである。
　また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（京都府知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、京都府を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2168
（株）三井田商事
（京都市伏見区竹田西内畑町19）

電子式複合機（ｉｍａｇｉｏＮｅ
ｏ７５３モデル７５）保守料　１
式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
(京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 2,537,412

1(1)ア統計部において納入予定の電子複合機ｉｍａ
ｇｉｏＮｅｏ７５３は、(株)リコー製品である。複
合機の保守について、貸出先であるリコーリース
(株)京滋支社に問い合わせたところ、京都府下のリ
コー製複合機の保守管理業務については、全て特約
代理店である(株)三井田商事が行っているとの回答
であった。よって他の業者では保守を行うことが不
可能であるので、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料金　
１２，００
０枚まで
６６，５２
８
１２，００
１枚～２
５，０００
枚まで
３．８６４
２５，００
１枚以上
３．３６

2169
能登川町長
（滋賀県神崎郡能登川町大字躰光
寺262番地）

平成１７年度能登川統計・情報セ
ンター建物賃貸借料　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
(京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 6,304,680

能登川統計・情報センターについては、組織統合
（八日市統計・情報センター・同センター彦根駐
在）に伴い、農林水産情報の受発信拠点として平成
１７年４月より滋賀県能登川町に新庁舎として設置
することとなった。統合にあたり管内の活動拠点、
地理的条件、収容能力（人員、駐車場）等勘案の
上、同地域の物件を調査比較した結果、能登川町か
ら申し出のあった町所有の旧土地改良事業団体連合
会庁舎（４８５．３９㎡）が最も格安であり、業務
の効率化、農林水産情報の受発信拠点としての機能
を果たすことが出来るため競争を許さないため。
（会計法２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2170
大和平野土地改良区
（橿原市城殿町459番地）

平成１７年度橿原統計・情報セン
ター土地建物賃貸借料　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
(京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 5,744,201

橿原統計・情報センターについては、平成１６年５
月より橿原市内の大和平野土地改良区事務所１階に
入居しており、農林水産統計調査の円滑な実施、農
林水産施策をはじめとした様々な農林水産情報の受
発信拠点としての機能を果たしている。現施設から
新たに別施設へ移転することは、相応の費用を要す
るものであり、関係機関及び地元関係者への周知が
必要であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2171
平成１７年度高石統計・情報セン
ター富田林庁舎庁舎建物建物賃貸
借料　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
(京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 3,476,550

高石統計・情報センターについては、昭和５５年１
０月より富田林市内の物件に入居しており、農林水
産統計調査の円滑な実施、農林水産施策をはじめと
した様々な農林水産情報の受発信拠点としての機能
を果たしている。現施設から新たに別施設へ移転す
ることは、相応の費用を要するものであり、また移
転に伴う業務の中断、関係機関及び地元関係者への
周知が必要であり、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2172

（株）オルタナティブコミュニ
ケーションズ
（名古屋市千種区今池4-15-5　サ
ンコービル3F）

平成１７年度近畿農政局農業農村
整備事業広報資料作成業務

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年8月31日 11,982,600

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2173
奈良テレビ放送（株）
（奈良市法蓮佐保山3-1-11）

平成１７年度農村地域資源保全活
動啓発検討業務

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年10月20日 7,875,000

本業務で実施する「なら１００万人都市シンポジウ
ム」は、農業農村と比較的繋がりの少ない都市住民
や青少年、教育関係者などを対象として、「都市と
農村の共生」、「農地や農業用水の役割や重要
性」、「農業が育んだ歴史や文化」、「水土里ネッ
トの活動や市民・NPOとの協動」などの幅広いテー
マについて広くかつ平易に理解を深めてもらうこと
により、農業農村をより身近な存在とすることを目
的とするものである。従って、都市住民等にとって
興味ある内容であるとともに、広報の観点からは、
事前・事後を通じて適切なタイミングで効果的効率
的に情報発信されることが極めて重要である。
奈良テレビ放送（株）は、奈良県におけるこれらに
ついて、他の業者と競合しない経験・知識を有して
いることから競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2174
富士通リース（株）
（東京都新宿区西新宿二丁目7番1
号）

近畿農政局管内農業農村整備事業
ネットワークシステムサーバー等
賃貸借料　１式

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
(京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 14,152,068

本システムを新たに調達しようとした場合、既存機
器の撤去、システム再構築、環境設定に新たな費用
が発生することから、引き続き賃貸借する方が時価
に比べて著しく有利な価格をもって契約をすること
ができる見込みがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2175
（株）丸島アクアシステム
（大阪市中央区谷町5-3-17）

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）紀伊平野山田ダム洪水吐・取
水設備製作据付その２改修建設工
事　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町１０２）

平成17年7月7日 449,400,000

本工事は、ダムの洪水吐ゲート及び取水ゲート設備
を改修するものである。
本工事は、公募型指名競争入札方式（詳細条件審査
型一般競争入札：広く公告をして入札参加者を募集
する入札方式）により決定した指名業者３者による
競争入札を実施する予定であったが、応札者が１者
となったため入札を取りやめ、再度公告を行った。
しかしながら、再度公告においても応募者が１者の
みという結果であり、再再度公告を行っても複数者
の応募を期待できず、また当初の競争目的を達成す
るため急を要することから、随意契約を行ったも
の。
（予算決算及び会計令第９９条の２）

その他 ―
１７年度限
り

2176
（財）京都府埋蔵文化財調査研究
センター
（向日市寺戸町南垣内40番の3）

平成１７年度農地再編整備事業亀
岡地区埋蔵文化財発掘調査委託
１式

支出負担行為担当官代理　
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 338,172,450

本業務は、文化財の発掘調査を行うものであり、特
殊な技術・手法等が必要で、また地方公共団体との
取り決め（「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文
化財包蔵地の保護について」（S39.2.10、文委記第
14号、文化財保護委員会から農林省官房長官あ
て）、「埋蔵文化財発掘調査に関する覚書」
（H13.5.29、局長・京都府知事・亀岡市長））によ
り契約の相手方が一に定められていることから、契
約の性質が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2177
西日本旅客鉄道（株）大阪支社
（大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-
12）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業(一期)大和紀伊平野国営西
部幹線水路馬見サイホンＪＲ和歌
山推進工工事　１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町１０２）

平成17年11月8日 48,925,000

本地区の事業計画では、推進工法を用い農業用水管
をＪＲ和歌山線の軌道敷下に施工することとしてい
る。
列車保安上極めて重要な軌道敷に係る推進工事は、
軌道監視等と一体不可分な施工管理が必要であり、
既設備（軌道敷）と密接不可分の関係にあるが、鉄
道事業における旅客輸送の安全確保を目的とした軌
道の維持は、常に管理者責任の範疇であることか
ら、軌道維持に必要な軌道監視と一体不可分である
推進工事は、軌道所有者であり管理者であるＪＲに
委託する必要がある。
仮にＪＲ以外の者に工事を行わせた場合、既設備に
著しい支障が生じ、事故等による責任問題等が発生
するおそれもあり、契約の性質が競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2178
天理市長
（天理市川原城町605）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）大和平野県営初瀬
川工区第１号幹線川西支線改修委
託工事
１式

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町１０２）

平成17年8月23日 46,612,000

本工事は、奈良県天理市が施工する道路改良工事区
間における農業用水管の埋設工事であり、これらは
一体不可分の構造である。
　施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不
明確となる等、密接不可分な関係にあるため、一貫
した施工が技術的に必要とされ、さらに一貫施工の
場合、①工期の短縮及び経費の節減の確保、②工事
の安全・円滑かつ適切な施工の確保等、有利と認め
られる。
　これらのことから、天理市建設部との取り決め
（H18.7）により契約の相手方が一に定められてお
り、契約の性質が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2179
近畿農政局消費・安全部地域第三
課庁舎敷地賃貸借契約　１式

契約担当官
近畿農政局食糧部長
坂路　誠
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 2,280,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2180
奈良リコー（株）橿原営業所
（橿原市久米町599-1）

平成１７年度電子複合機外２件賃
貸借　３式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 2,273,040

新たに機器の入れ替えを行う場合は、設置作業、設
定変更作業等により機器が使用できない期間が生
じ、業務に支障をきたす恐れがあるため、競争を許
さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



2181
奈良リコー（株）橿原営業所
（橿原市久米町599-1）

平成１７年度電子複合機外２件保
守点検料　３式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 7,828,968

賃貸借契約により奈良リコー㈱から借受している複
写機については、㈱リコー製の電子複合機である。
㈱リコー製の電子複写機の保守・点検については、
メーカーである奈良リコー㈱が直接保守業務サービ
スの提供を行っているため、他に保守を行う業者が
いないことから、競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

（単価契約）
【ﾘｺｰ
imagioNeo451m76
5】
1～8000枚　　　　
　5.46円
8001～15000枚　　
4.41円
15001～30000枚　
3.78円
30001枚以上　　　
 3.36円
【ﾘｺｰimagio 
C380m75】
基本料金　　　 　
   4,515円
（ﾌﾙｶﾗｰ）
1～1000枚　　　　
  35.70円
1001～3000枚 　
30.555円
3001枚以上　　　
 26.145円
（ﾓﾉｶﾗｰ）
1～1000枚　　  　
    7.77円
1001～3000枚    
 　6.20円
3001枚以上　　  
   　5.88円
【ﾘｺｰimagio 
Wide】
基本料金
（200ｍ分含む） 
　15,855円
201～500ｍ　　 　
　34.44円
501～1000ｍ  　　
 30.35円
1001ｍ以上　　　
　 26.25円

2182
（株）大栄商事
（和歌山市塩屋5丁目4番33号）

平成１７年度電子複合機保守点検　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 2,139,984

賃貸借契約により大栄商事㈱から借受している複写
機については、東芝情報機器㈱製の電子複合機であ
る。東芝情報機器㈱製の電子複写機の保守・点検に
ついては、東芝情報機器㈱の窓口店である大栄商事
㈱が行っているため、他に保守を行う業者がいない
ことから、競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料金
（1000枚分
含む）5,250
円
1001～5000
枚　　5.04
円
5001～10000
枚 4.725円
10001～
20000枚 
4.41円
20001枚以上 
  　4.095円

2183
富士通リース（株）
（東京都新宿区西新宿二丁目7番1
号）

平成１７年度農業農村整備情報
ネットワークシステムサーバーそ
の他賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 6,370,056

新たに機器の入れ替えを行う場合は、設置作業、設
定変更作業等により機器が使用できない期間が生
じ、業務に支障をきたすため、競争を許さないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2184
富士通リース（株）
（東京都新宿区西新宿二丁目7番1
号）

平成１７年度農業農村整備情報
ネットワークシステムクライアン
ト他賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,872,864

新たに機器の入れ替えを行う場合は、設置作業、設
定変更作業等により機器が使用できない期間が生
じ、業務に支障をきたすため、競争を許さないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2185
（有）ツーバイホーム
（和歌山市友田町4-101）

土地建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 7,347,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2186
ＮＴＴアセット・プランニング関
西（株）
（大阪市西区土佐堀1-3-34）

土地建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 7,347,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2187
ＮＴＴアセット・プランニング関
西（株）
（大阪市西区土佐堀1-3-34）

庁舎共益費　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,760,220

第二十津川紀の川農業水利事業建設所庁舎に係る電
気、ガス、水道等の負担については、建物所有者で
あるエヌ・ティ・ティ・アセット・プランニング関
西（株）と共益費等の協定により負担することを条
件にしており、土地及び建物の賃貸借契約と同様に
競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2188
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,728,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2189
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 4,110,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2190
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,680,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2191
（有）大宮商事
（橿原市飯高町226番地の1）

平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,692,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2192
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 7,193,500
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2193
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 5,040,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2194
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 2,178,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2195
積和不動産関西（株）和歌山テナ
ントセンター
（和歌山市太田227番地）

平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,359,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2196
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 804,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2197
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 3,216,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2198
榎本（有）
（和歌山県那賀郡岩出町清水427
番地）

平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,590,900
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2199
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,560,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2200
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 2,304,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2201
平成１７年度職員宿舎建物賃貸借　
１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,392,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2202 平成１７年度建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所次長
北川　悟
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月1日 1,008,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2203
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度第二十津川紀の川農
業水利事業津風呂ダム取水設備管
理検証業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月25日 6,090,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2204

若鈴コンサルタンツ（株）関西支
店
（京都市中京区東洞院竹屋町下ル
三本木5丁目470）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野地区現場
技術その１業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月26日 12,390,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2205
日化エンジニアリング（株）
（大阪市港区波除三丁目12番4
号）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野地区現場
技術その２業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月26日 11,760,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2206

玉野総合コンサルタント（株）和
歌山事務所
（和歌山市小松原通1丁目1番11
号）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野地区現場
技術その３業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月26日 10,972,500

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2207
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1丁目
141番地）

平成１７年度第二十津川紀の川農
業水利事業現場技術その１業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月26日 11,760,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2208
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）現場技術その１業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月27日 11,550,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



2209
（株）チェリーコンサルタント京
都営業所
（京都市右京区西院平町25番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）現場技術その２業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月27日 11,550,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2210
奈良県知事
（奈良市登大路町30）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）大和平野区域（東
井上遺跡）に係る遺物整理委託業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年7月1日 1,129,800

本業務は、発掘調査による遺物を整理する業務であ
り、特殊な技術・手法等が必要で、また地方公共団
体との取り決めにより契約の相手方が一に定められ
ていることから、契約の性質が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2211
太陽コンサルタンツ（株）近畿事
務所
（京都市南区西九条鳥居口町6）

平成１７年度第二十津川紀の川農
業水利事業大迫ダム栃谷水位局等
測量設計業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年7月19日 15,225,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2212
（株）谷澤総合鑑定所神戸支所
（神戸市中央区磯上通7-1-8）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（一期・二期）紀伊平野土
地価格調査業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年7月20日 3,885,000

本業務は、平成１７年度土地取得価格等基準書を作
成するに当たり、不動産の鑑定評価を行う業務であ
る。不動産鑑定評価は、不動産における権利関係や
経済価値に関する高度の専門知識を必要とすること
から、不動産の鑑定評価に関する法律によりその実
施者は不動産鑑定士に限られ、報酬額は「公共事業
に係る不動産鑑定報酬基準」（平成８年４月１日付
け中央用地対策連絡協議会申し合わせ）によって民
間の鑑定評価額の８０％の額で合意され、用対連加
盟機関はこの基準により運用しており、会計法第２
９条３の第４項に規定する「契約の性質が競争を許
さないもの」であることから契約は随意契約であ
り、業者の選定に当たっては、不動産鑑定士の中に
あって、過去の実績から事業実施地区全体に最も精
通している（株）谷澤総合鑑定所神戸支所を選択
し、契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2213
（株）谷澤総合鑑定所神戸支所
（神戸市中央区磯上通7-1-8）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業土地価格調査業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年7月20日 3,226,650

本業務は、平成１７年度土地取得価格等基準書を作
成するに当たり、不動産の鑑定評価を行う業務であ
る。不動産鑑定評価は、不動産における権利関係や
経済価値に関する高度の専門知識を必要とすること
から、不動産の鑑定評価に関する法律によりその実
施者は不動産鑑定士に限られ、報酬額は「公共事業
に係る不動産鑑定報酬基準」（平成８年４月１日付
け中央用地対策連絡協議会申し合わせ）によって民
間の鑑定評価額の８０％の額で合意され、用対連加
盟機関はこの基準により運用しており、会計法第２
９条３の第４項に規定する「契約の性質が競争を許
さないもの」であることから契約は随意契約であ
り、業者の選定に当たっては、不動産鑑定士の中に
あって、過去の実績から事業実施地区全体に最も精
通している（株）谷澤総合鑑定所神戸支所を選択
し、契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2214
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1丁目
141番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（一期）紀伊平野小田井水
路改修その５設計業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月9日 6,615,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2215
（株）東芝関西支社
（大阪市北区大淀中1-1-30）

平成１７年度第二十津川紀の川農
業水利事業津風呂下渕情報伝送装
置改修工事　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月12日 29,400,000

本工事は、前工事で津風呂ダム諸量演算処理・ＣＲ
Ｔ表示処理機器及びプログラムを製作し、本工事
（後工事）で親局である下渕管理所システムの一部
改修工事を行うものである。
一体の設備を構築する前工事・後工事において前工
事の施工者が開発・保有するプログラム、前工事の
施工者が設定した制御方法等を利用することによっ
てのみ、後工事において安全でかつ所要の機能が確
保された設備の施工が可能となることから、競争を
許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



2216
小田井土地改良区
（和歌山県那賀郡粉河町粉河4620
番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（小田井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,660,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2217
藤崎井土地改良区
（和歌山県那賀郡岩出町高塚107
番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（藤崎井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,620,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2218
六箇井土地改良区
（和歌山市楠本285番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（六箇井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 2,026,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2219
紀の川左岸土地改良区
（和歌山市鳴神736番地の2）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（紀の川左岸水路）機能実態
調査等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 3,129,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2220
三谷井土地改良区
（和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ
町2160番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（三谷井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,080,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2221
七郷井土地改良区
（和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ
町2160番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（七郷井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,270,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2222
荒見井土地改良区
（和歌山県那賀郡粉河町杉原316
番地の3）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（一期）紀伊平野土地改良
施設（荒見井水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,340,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2223
安楽川井土地改良区
（和歌山県那賀郡桃山町元381番
地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（安楽川井水路）機能実態調
査等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,564,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2224
山田ダム土地改良区
（和歌山県那賀郡貴志川町上野山
29番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（山田ダム水路）機能実態調
査等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,320,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2225
貴志川土地改良区
（和歌山県那賀郡貴志川町上野山
29番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野土地改良
施設（貴志川水路）機能実態調査
等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,040,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2226
紀の川用水土地改良区
（和歌山県那賀郡打田町西大井
350番地の5）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（一期）紀伊平野土地改良
施設（紀の川用水路）機能実態調
査等委託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月16日 1,620,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2227
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平成１７年度ＰＲビデオ他制作業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月22日 9,975,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2228
奈良県土地改良事業団体連合会
（奈良市高畑町1116-1）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）大和平野地区水路
改修物件調査委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月25日 8,316,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2229
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業河川協議資料作成その他業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月8日 11,865,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2230
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）紀伊平野小田井水
路改修その６測量設計業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月29日 13,125,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2231
奈良県知事
（奈良市登大路町30番地）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）大和平野区域（八
尾九原遺跡）に係る埋蔵文化財の
発掘調査委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月16日 9,000,000

本業務は、大和紀伊平野地区の埋蔵文化財の発掘調
査であり、特殊な技術・手法等が必要で、また地方
公共団体との取り決めにより契約の相手方が一に定
められていることから、契約の性質が競争を許さな
い。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り



2232
近畿日本鉄道（株）
（大阪市天王寺区上本町6丁目1番
55号）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業（二期）大和平野団体営新
庄高田線改修に伴う御所線尺土第
１４号踏切道付近鉄道施設影響検
討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月9日 8,641,000

本地区の事業計画では、推進工法を用い農業用水管
を近畿日本鉄道の軌道敷下に施工することとしてい
る。
列車保安上極めて重要な軌道敷に係る推進工事は、
軌道監視等と一体不可分な施工管理が必要であり、
当該推進工事に係る影響検討も既設備（軌道敷）と
密接不可分の関係にあるが、鉄道事業における旅客
輸送の安全確保を目的とした軌道の維持は、常に管
理者責任の範疇であることから、軌道維持に必要な
軌道監視と一体不可分である推進工事に係る影響検
討は、軌道所有者であり管理者である近畿日本鉄道
に委託する必要がある。
仮に近畿日本鉄道以外の者に検討を行わせた場合、
既設備に著しい支障が生じ、事故等による責任問題
等の発生の起因となるおそれがあることから、契約
の性質が競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2233
ヤンマー（株）大阪支店
（尼崎市塚口本町5丁目3番1号）

平成１６年度大和紀伊平野農業水
利事業（一期）紀伊平野国営幹線
水路等（山田ダム付帯設備その
１）改修工事

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月2日 15,015,000

　本工事は、本地区の事業計画に基づき、ダムの予
備発電機等を更新するものである。
　本工事は、重要構造物であるダムの非常時に使用
する予備発電機であることから、本機械の施工実績
を競争参加資格要件として設定し、この要件に該当
する業者をすべて選定・指名し、競争入札を実施し
たものの、入札辞退等により入札者が１者となった
ため、随意契約を行ったもの。
　（会計法第29条の3第5項、予決令第99条の2）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2234
（株）谷澤総合鑑定所神戸支所
（神戸市中央区磯上通7-1-8）

平成１７年度大和紀伊平野農業水
利事業土地価格調査その２業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月1日 6,073,200

本業務は、平成１７年度土地取得価格等基準書を作
成するに当たり、不動産の鑑定評価を行う業務であ
る。不動産鑑定評価は、不動産における権利関係や
経済価値に関する高度の専門知識を必要とすること
から、不動産の鑑定評価に関する法律によりその実
施者は不動産鑑定士に限られ、報酬額は「公共事業
に係る不動産鑑定報酬基準」（平成８年４月１日付
け中央用地対策連絡協議会申し合わせ）によって民
間の鑑定評価額の８０％の額で合意され、用対連加
盟機関はこの基準により運用しており、会計法第２
９条３の第４項に規定する「契約の性質が競争を許
さないもの」であることから契約は随意契約であ
り、業者の選定に当たっては、不動産鑑定士の中に
あって、過去の実績から事業実施地区全体に最も精
通している（株）谷澤総合鑑定所神戸支所を選択
し、契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2235
奈良県知事　
（奈良市登大路町30番地）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査「大和高原南部地区」委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年6月1日 1,300,000

本業務は、広域農業基盤整備管理調査の一環とし
て、事業完了した国営総合農地開発事業「大和高原
南部地区」の事後評価のための基礎資料となる営農
状況等について調査を行うものである。
調査目的の達成のためには、地区内で行われている
主な輪作等の営農方式及び作物営農技術等の営農実
態についての熟知度や地元農家との調整能力に加
え、各農家の個別営農・経営状況データ（個人情報
データ）が不可欠である。
これらの特有データについて第三者に知られると個
人の経営に問題を生じることから、公的機関による
調査が必須であり、データを提供することが可能な
奈良県に調査を委託したい旨を要請したもの。
このことから、地方公共団体（奈良県）との取り決
めにより、契約の相手方が一に定められており、契
約の目的が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2236
丹後土地改良区
（京丹後市弥栄町吉沢940番地）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査「丹後地区」委託業務　１
式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年6月3日 1,200,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2237
大和高原北部土地改良区
（奈良市針町481番地の2）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査「大和高原北部地区」委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年7月27日 1,050,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2238
滋賀県土地改良事業団体連合会
（東近江市垣見町1025番地）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査農業水利ス
トック情報データベース（施設基
本情報）整備委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年2月20日 1,281,000

本業務は、農業水利ストック有効活用緊急整備調査
の一環として、滋賀県全体の国営土地改良事業完了
地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、農業水利ストック情報データ
ベースを構築し、これら施設の予防保全対策の基礎
資料を作成するものであり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年
度の３ヶ年という短期間で実施するものである。
本業務の目的を達成するためには、各造成施設の維
持管理を担う各土地改良区が保有する特定情報（維
持管理情報・補修等履歴情報）が不可欠であるが、
県内土地改良区の連合組織で、各土地改良区の状況
を把握・支援する立場で日頃から連携し、育成支援
事業等の事業主体として各土地改良区に管理技術等
を指導する中で、各土地改良区の特定情報を共有す
る本土地改良事業団体連合会以外になく、競争を許
さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2239
兵庫県土地改良事業団体連合会
（神戸市中央区北長狭通5-5-12）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査農業水利ス
トック情報データベース（施設基
本情報）整備委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年2月20日 1,197,000

本業務は、農業水利ストック有効活用緊急整備調査
の一環として、兵庫県全体の国営土地改良事業完了
地区内造成施設の「維持管理情報・補修等履歴情
報」等の収集を行い、農業水利ストック情報データ
ベースを構築し、これら施設の予防保全対策の基礎
資料を作成するものであり、Ｈ１６年度～Ｈ１８年
度の３ヶ年という短期間で実施するものである。
本業務の目的を達成するためには、各造成施設の維
持管理を担う各土地改良区が保有する特定情報（維
持管理情報・補修等履歴情報）が不可欠であるが、
県内土地改良区の連合組織で、各土地改良区の状況
を把握・支援する立場で日頃から連携し、育成支援
事業等の事業主体として各土地改良区に管理技術等
を指導する中で、各土地改良区の特定情報を共有す
る本土地改良事業団体連合会以外になく、競争を許
さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2240
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業大和高原北部地区
上津ダム予防保全基本計画検討業
務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年8月9日 3,150,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2241

若鈴コンサルタンツ（株）関西支
店
（京都市中京区東洞院竹屋町下ル
三本木5丁目470）

平成１７年度地域整備方向検討調
査｢湖東平野地区」事業構想検討
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月22日 11,550,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2242
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

平成１７年度国営造成施設水利管
理事業加古川地域河川協議基礎資
料作成業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月27日 8,295,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



2243
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1丁目
141番地）

平成１７年度広域基盤整備計画調
査｢加古川地域」計画とりまとめ
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年10月28日 5,040,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2244
（株）チェリーコンサルタント京
都営業所
（京都市右京区西院平町25番地）

平成１７年度土地改良事業計画特
殊調査｢淡山地区」計画とりまと
め業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年10月26日 3,255,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2245
（株）三祐コンサルタンツ
（名古屋市中区錦2-15-22）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査大和高原南部地区事後評価
検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年11月2日 4,515,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2246
日化エンジニアリング（株）
（大阪市港区波除3-12-4）

平成１７年度地域整備方向検討調
査「琵琶湖東岸地区」整備構想等
とりまとめ業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年11月21日 10,080,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2247

（株）日本水工コンサルタント京
都事務所
（京都市下京区高辻通麩屋町西入
雁金町171）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業日野川地区蒲生頭
首工他予防保全基本計画策定業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年12月15日 5,670,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2248
（株）ウエスコ京滋支店
（草津市矢橋町650-2）

平成１７年度広域農業基盤整備管
理調査丹後東部・西部地区事業効
果等検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年2月21日 2,625,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2249
亀岡市川東土地改良区
（亀岡市馬路町堂ノ西24の2）

平成１７年度環境配慮技術工法確
立実証調査「亀岡地区」委託業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年6月6日 2,173,500

本業務は、親水施設など環境に配慮した施設の設計
について、維持管理を含めた受益者の意向を確認し
調整を行うとともに、既設の環境配慮施設の維持管
理作業に受益者等を参画させ適切な管理に資する自
主性を啓発するものである。
本業務の目的を達成するためには、特定の情報（維
持管理情報・補修等履歴情報）が不可欠であり、当
該情報を提供することが可能な者は、本土地改良区
以外になく、競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2250
サントリービジネスマシン（株）
（京都市下京区高辻通柳馬場西入
泉正寺町474番地）

平成１７年度亀岡農地整備事業　
業務用クライアント賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月1日 1,310,400

パーソナルコンピュータ内に大量の業務データ、業
務関連のシステムが登録されているため、それらの
データ等を移動あるいは再度入力等することによ
る、業務量の増大及びデータ等の破壊等が考えられ
るため、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2251 職員用宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月1日 3,916,800
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2252
（株）浅田商事
（亀岡市追分町馬場通21-17）

職員用宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月1日 1,090,650
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2253
日本施設管理（株）
（吹田市南金田2丁目18番11号）

平成１７年度亀岡農地整備事業現
場技術（その１）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月20日 13,125,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2254
（株）エース
（京都市下京区七条通木屋町上る
大宮町205番地）

平成１７年度亀岡農地整備事業現
場技術（その２）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月20日 13,125,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2255
都コンサルタント（株）
（京都市山科区椥辻平田町160番
地）

平成１７年度亀岡農地整備事業現
場技術（その３）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年4月20日 13,335,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2256
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23番地）

平成１７年度亀岡農地整備事業現
場技術（その４）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年5月30日 11,550,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2257
キタイ設計（株）
（滋賀県蒲生郡安土町大字上豊浦
1030番地）

平成１７年度亀岡農地整備事業現
場技術（その５）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年5月30日 11,550,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2258
都コンサルタント（株）
（京都市山科区椥辻平田町160番
地）

平成１７年度亀岡農地整備事業第
１０、１１換地区区画整理実施設
計業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年6月6日 13,755,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2259
兵庫県東播土地改良区
（兵庫県加東郡社町社1489-1）

平成17年度加古川水系広域農業水
利施設総合管理事業鴨川ダム等施
設保守点検管理委託業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所次長
池田久記
（兵庫県三木市志染町三津田１５
２５）

平成17年4月1日 20,569,500

本業務は、東条湖を形成する鴨川ダムにおいて、そ
の各種構成施設の保守点検を行うものである。
本業務の目的達成のためには、重要施設という観点
から技術的適性（経験、知識）を特に必要とする
が、国管理に移行するまでの約30年間（S40～H2）
の本ダムの管理実績、豊富なダム関連技術者（ダム
管理主任技術者、特殊無線技士等）の存在、地域特
性（地形、気象、水象）の十分な把握度及び豊富な
池敷周辺住民との調整実績に加え、管理事務委託協
定（H3、局長、改良区理事長）により堤体と密接不
可分な貯水池池敷を管理するなど、これら技術的適
性を有する者は本土地改良区以外になく、競争を許
さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2260
東播用水土地改良区
（三木市志染町井上683）

平成17年度加古川水系広域農業水
利施設総合管理事業東播用水地区
ため池運用実態調査委託業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所次長
池田久記
（兵庫県三木市志染町三津田１５
２５）

平成17年5月19日 4,662,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2261
加古川西部土地改良区
（三木市志染町井上683）

平成17年度加古川水系広域農業水
利施設総合管理事業加古川西部地
区ため池運用実態調査委託業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所次長
池田久記
（兵庫県三木市志染町三津田１５
２５）

平成17年6月20日 3,034,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2262
兵庫県東播土地改良区
（兵庫県加東郡社町社1489-1）

平成17年度加古川水系広域農業水
利施設総合管理事業東条川地区た
め池等調査委託業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所次長
池田久記
（兵庫県三木市志染町三津田１５
２５）

平成17年7月1日 1,974,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2263
吉野漁協
（奈良県吉野郡吉野町大字飯貝）

平成17年度十津川紀の川直轄管理
事業下渕頭首工魚類遡上観測委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局南近畿土地改良調査管
理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町下渕３８８
－１）

平成17年4月22日 4,529,700

本業務は、頭首工の魚道効果を検証するため、魚類
の放流及び遡上状況の観測を行うものである。
調査目的の達成のためには、本漁協が保有し、その
取扱が本漁協組合員に限られる「吉野川中流域にお
ける局地的な魚類の生態データ」及び「遡上状況等
の漁業データ」（本流域の漁業権を有する漁協が、
鮎等の放流に当たり、魚放流量及び放流箇所等を決
定するための内部資料）等が不可欠であり、これら
の特有データを提供することが可能な者は本漁協以
外になく契約の目的が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2264
（財）リモ-ト・センシング技術
センター
（東京都港区六本木1-9-9）

平成17年度南近畿土地改良調査管
理和歌山北部地区地形解析検討調
査業務委託　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局南近畿土地改良調査管
理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町下渕３８８
－１）

平成17年10月20日 1,995,000

本業務は、和歌山県北部地区の地すべり調査の一環
として行うものであり、人工衛星を利用したリモー
ト・センシング技術により地すべり区域内における
過去と現在の地形変状解析を行うものである。
リモート・センシング技術による地形変状の解析に
は合成開口レーダーが利用されており、現在までに
平野部における地盤沈下状況や火山活動に伴う地殻
変動状況の解析は多数行われているものの、山間部
における地すべり滑動状況を解析したケースは少な
い。このため、本業務を円滑かつ適切に実施できる
のは、長期間の合成開口レーダーのデータを有し、
リモート・センシング技術に関する経験の蓄積が豊
富な(財)リモート・センシング技術センター以外に
なく、競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2265
南紀用水土地改良区
（和歌山県日高郡みなべ町西本庄
194-3）

平成１７年度南近畿調査管理南紀
用水地区農業水利ストック調査委
託事業　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局南近畿土地改良調査管
理事務所長
瀨田　文治
（奈良県吉野郡大淀町下渕３８８
－１）

平成18年2月3日 1,029,000

本業務は、南紀用水地区の農業水利ストック調査の
一環として、農業水利施設の現状を調査し、施設情
報のデジタル化・カルテ化を図り、一元的なデータ
ベースの構築を行うものである。
本業務の目的を達成するためには、特定の情報（維
持管理情報・補修等履歴情報）が不可欠であり、当
該情報を提供することが可能な者は、本土地改良区
以外になく契約の目的が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2266
日本電気（株）京都支店
（京都市下京区堀川通綾小路下ル
綾堀川町293-1）

平成１７年度農業農村整備情報
ネットワークシステム機器保守業
務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 3,011,400

本業務は、農林水産省における農業農村整備事業の
円滑な推進に資するため、各拠点において運用され
ているＮＮネットのネットワーク機器の保守であ
る。
本機器は複写機等と異なり、保守業務に伴う瑕疵が
発生した場合、極めて重大な影響を与えることとな
ることから、本業務の遂行に当たっては、機器構成
や施工者が設定した制御方法等を熟知していること
が、安全でかつ所要の機能が確保された設備の保守
が可能となり、競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2267
（株）京阪装美
（京都市左京区岡崎徳成町10-4）

平成１７年度土地改良技術合宿所
管理請負業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 2,268,000

庁舎管理等に関しての信用・信頼性を確保する必要
があるとともに、当該作業等を合理的かつ経済的に
遂行する必要があり、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



2268
日通商事（株）大阪支店
（大阪市北区堂島3-2-103）

平成１７年度複写機（複合機）等
賃貸借

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 1,134,000

新たに機器の入れ替えを行う場合は、設置作業、設
定変更作業等により機器が使用できない期間が生
じ、業務に支障をきたす恐れがあるため、競争を許
さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2269
日通商事（株）大阪支店
（大阪市北区堂島3-2-103）

平成１７年度業務用クライアント
等賃貸借

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 909,720

パーソナルコンピュータ内に大量の業務データ、業
務関連のシステムが登録されているため、それらの
データ等を移動あるいは再度設定等することによ
る、業務量の増大及びデータ等の破壊等が考えられ
るため、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2270
ＮＥＣリース（株）京都支店
（京都市下京区綾小路下ル綾堀川
町293-1）

平成１７年度近畿農政局現場業務
支援システムサーバ賃貸借

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 2,868,888

本件は平成１６年度の指名競争入札によりシステム
構築に必要なサーバー機器等と構築作業の一式を調
達しているところである。本システムを新たに調達
しようとした場合、既存機器の撤去、システム再構
築、環境設定に新たな費用が発生すると共に、この
間システムが停止することにより、データ通信を必
要とする各種の業務が停止するなど運用上著しい支
障が生じるため、競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2271
（株）三井田商事
（京都市伏見区竹田西内畑町19）

平成１７年度複写機（複合機）保
守

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
石川　守
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年4月1日 2,173,500

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
リコーの特約代理店である㈱三井田商事が納入して
いることから、同社が、当該機器の保守を行う。他
に保守を行う業者がなく競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1～12,000枚
4.935円
12,001枚～
25,000枚
3.465円
25,001枚～
2.94円

2272
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度土地改良技術施設機
械設計積算関連資料作成業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
黒澤　純
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成17年11月10日 5,040,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2273
京都府土地改良事業団体連合会
（京都市上京区西洞院通下立売上
ル）

平成１７年度土地改良技術管内シ
ステム運用管理関連資料作成業務
委託

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
黒澤　純
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成18年1月23日 3,181,500

本業務は、農業農村整備事業における設計・積算・
施工から管理に至る一連の業務の効率化を図るた
め、近畿農政局管内の農業農村整備情報ネットワー
クに係るＬＡＮ、ＷＡＮ及び事業総合支援システム
等の各種運用業務に関し、これらシステム等の円滑
な運用を確保し、各種運用管理に使用する資料の整
備を行うものである。
業務の遂行に当たっては、①契約関係図書、用地権
利関係の登録等が含まれることやシステム操作を行
うことから厳格な守秘性が必要であること、②農業
農村整備事業に関連する作業が多いことから、本実
績が豊富であること、③緊急的な作業発生時に速や
かに対応可能であること　などから、公益を目的と
し、公平性、中立性及び高度な守秘義務が担保され
る本土地改良事業団体連合会と随意契約を行うもの
で、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2274
内外エンジニアリング（株）
（京都市中京区久世中久世町1-
141）

平成１７年度土地改良技術設計基
準「農道」資料作成業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
黒澤　純
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成18年2月2日 2,940,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2275
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

平成１７年度土地改良技術設計指
針「ため池整備」資料作成業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長
黒澤　純
（京都市伏見区深草大亀谷大山町
官有地）

平成18年2月2日 2,835,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2276
（株）三井田商事滋賀営業所
（守山市吉身5-4-31）

図面焼機賃貸借料　一式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 868,560

平成１６年度において､賃貸借している図面焼機は
平成１７年３月３１日をもって賃貸借期間を終了す
る。新たに機器の入れ替えを行う場合は、設置作
業､設定変更作業等による機器が使用できない期間
が生じ､業務の停滞を招くこととなるため、平成１
６年度の使用状況からして特に問題なく使用する事
ができる同機器を引き続き使用する。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2277
（株）三井田商事滋賀営業所
（守山市吉身5-4-31）

カラー複合機保守契約　一式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,280,874

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
リコーの特約代理店である㈱三井田商事　滋賀営業
所が納入していることから、同社が、当該機器の保
守を行う。他に保守を行う業者がなく競争を許さな
い。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2278
湖北土地改良区
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺155-
1）

土地建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 7,964,386
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2279 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2280 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2281 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2282 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2283 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2284 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,029,600
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2285
エム・エー・ユ-（株）
（草津市東矢倉1丁目67番5号）

建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,233,996
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2286 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 813,996
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2287 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 813,996
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2288 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,428,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2289 建物賃貸借料　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月1日 1,428,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2290
湖北土地改良区
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺155-
1）

平成１７年度新湖北（一期）農業
水利事業琵琶湖・余呉湖水質調査
委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月13日 2,415,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2291
湖北土地改良区
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺155-
1）

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業地区内水路水質調査委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年4月13日 2,310,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2292
湖北土地改良区
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺155-
1）

平成１７年度新湖北（一期）農業
水利事業高時川流況調査委託業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年5月9日 1,669,500

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2293
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1丁目
141番地）

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業現場技術（その１）業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年5月26日 11,970,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2294
（株）ウエスコ京滋支社
（草津市矢橋町450-2）

平成１７年度新湖北（二期）農業
水利事業現場技術（その２）業務　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年6月15日 11,025,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2295
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23番地）

平成１７年度新湖北農業水利事業
計画変更検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新湖北農業水利事業所
長
本間　新哉
（滋賀県伊香郡高月町渡岸寺１５
１－３）

平成17年12月5日 26,250,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2296
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161番地）

平成１６年度新愛知川農業水利事
業新愛知川地区用水施設検討（第
二ダム地質総合解析）業務　　１
式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局新愛知川農業水利事業
所長
矢野　均
（滋賀県東近江市沖野一丁目５番
地）

平成17年6月16日 23,625,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



2297
大和開発（株）
（橿原市久米町661番地）

土地建物賃貸借料　１式
（期間 H17.4.1～H18.3.31）

支出負担行為担当官代理
近畿農政局総務部長
北原　俊美
（京都市上京区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町）

平成17年4月1日 12,877,200

現庁舎は平成５年度より使用しており、新たに別庁
舎に移転することは相応の費用を要するものであ
り、また関係機関等の混乱を招くことも想定され現
実的でなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2298
（有）大宮商事
（橿原市飯高町226番地の1）

建物賃貸借料　６戸
（期間 H17.4.1～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和平野農地防災事業
所庶務課長
山本　弘行
（奈良県橿原市見瀬町２０２６番
地）

平成17年4月1日 5,040,000

この建物については職員の宿舎として、災害等の発
生時にも対応できるよう、事業所及び事業実施地域
の近隣の建物を賃貸借してきたところである。この
ようなことから、毎年宿舎を移動させることによ
り、そのような建物を賃貸借できない可能性がある
こと及び毎年宿舎を移動させることにより、新たな
物件借入に係る費用及び荷物の移動等多大な経費が
かかり、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2299
リコーリース（株）
（東京都中央区銀座7丁目16番3
号）

デスクトップパーソナルコン
ピュータ１２台・ノートパーソナ
ルコンピュータ２台・プリンター
１台賃貸借
（期間 H17.4.1～H18.1.31）

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和平野農地防災事業
所庶務課長
山本　弘行
（奈良県橿原市見瀬町２０２６番
地）

平成17年4月1日 1,036,770

前年度から継続して賃貸借を行っているが、毎年新
たに機械を入れ替えることは新機種になるため機種
の価格が高く、また撤去・設置に費用を要するため
引き続き賃貸借する方が時価に比べて著しく有利な
価格をもって契約できるため、契約の性質が競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2300
高取町長
（奈良県高市郡高取町大字観覚寺
1023）

平成１７年度大和平野農地防災事
業大和平野地区（高取町土取場）
に係る埋蔵文化財の発掘調査埋蔵
文化財発掘調査　１式
（期間 H17.4.1～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局大和平野農地防災事業
所庶務課長
山本　弘行
（奈良県橿原市見瀬町２０２６番
地）

平成17年4月1日 4,408,021

本業務は、大和平野地区の埋蔵文化財の発掘調査で
あり、特殊な技術・手法等が必要で、また地方公共
団体との取り決めにより契約の相手方が一に定めら
れていることから、契約の性質が競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2301
一条建設コンサルタント（株）
（奈良市西九条町2丁目13番地の
1）

平成１７年度大和平野農地防災事
業現場技術（その１）業務現場技
術業務　１式
（期間 H17.4.26～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和平野農地防災事業
所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２０２６番
地）

平成17年4月25日 13,020,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2302
天理技研（株）
（天理市田井庄町569番地の1）

平成１７年度大和平野農地防災事
業現場技術（その２）業務現場技
術業務　１式
（期間 H17.4.26～H18.3.31）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和平野農地防災事業
所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２０２０６
番地）

平成17年4月25日 12,915,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2303
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

平成１７年度大和平野農地防災事
業ため池の非破壊検査による現状
把握手法の検討委託業務　１式
（期間 H17.7.22～H18.2.28）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和平野農地防災事業
所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２０２０６
番地）

平成17年7月22日 2,520,000

本業務は、現地非破壊検査（弾性波探査等）により
内部状況を多面的に推定（堤体の内部状況及び浸透
水経路を推定）するため、本検査と室内実験（一軸
圧縮強度試験、含水比試験）によりその相関特性を
得るものである。
本業務は極めて特異な業務であることから、その実
績や高度な技術が特に必要であり、円滑かつ適正な
業務遂行が可能な者は本大学以外になく、競争を許
さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2304
日技クラウン（株）
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度大和平野農地防災事
業土取場等調査測量設計業務土取
場等調査測量設計　１式
（期間 H17.8.15～H18.3.22）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和平野農地防災事業
所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２０２０６
番地）

平成17年8月12日 12,390,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2305
都コンサルタント（株）
（京都市山科区椥辻平田町160番
地）

平成１７年度大和平野農地防災事
業事業誌等作成業務事業誌等作成　
１式
（期間 H17.11.1～H18.3.30）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和平野農地防災事業
所長
相澤　顕之
（奈良県橿原市見瀬町２０２０６
番地）

平成17年10月31日 14,175,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2306
山陽映画（株）関西支社
（大阪市中央区北浜4-1-21）

平成１６年度巨椋池農地防災事業
巨椋池排水機場附帯（記録映像製
作）業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月12日 2,520,000

本業務は、当初契約時点で、一連業務全体の提案を
行い技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によったものであり、業務の遂行に当たっては、一
貫して本企画等に沿う必要があり、前業務で提案し
た企画の詳細について前業務の請負者以外は事実上
知り得ないことから、契約の性質が競争を許さな
い。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2307
日通商事（株）大阪支店
（大阪市北区梅田3丁目2番103
号）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
次長
村中　一雄
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月1日 1,091,160

この物件は、平成１５年１０月１日から導入してお
り、機器使用状況が良好であるため、同物件を引き
続き借り入れることにより事務の効率化を図るもの
であり、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2308
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

平成１６年度巨椋池農地防災事業
巨椋池排水機場附帯（現場技術）
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年6月3日 11,760,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2309
基礎地盤コンサルタンツ（株）関
西支社
（大阪市西区阿波座1-11-14）

平成１６年度巨椋池農地防災事業
巨椋池排水機場調査（周辺地盤）
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年7月6日 18,480,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2310
（株）チェリーコンサルタント京
都営業所
（京都市右京区西院平町25番地）

平成１７年度巨椋池農地防災事業
現場技術その２業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年10月11日 6,615,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2311
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23番地）

平成１７年度巨椋池農地防災事業
防災システム検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年11月17日 22,050,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2312

センチュリーリーシング（株）京
都支店
（京都市中京区三条通烏丸西入御
倉町85番地の1）

パーソナルコンピュータ賃貸借　
１０式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 863,100

平成16年度から､賃貸借しているパーソナルコン
ピュータは、新たに機器の入れ替えを行う場合は、
設置作業､設定変更作業等による機器が使用できな
い期間が生じ､業務の停滞を招くこととなるため、
競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2313
全国農業協同組合連合会滋賀県本
部
（大津市京町四丁目3番38号）

建物賃貸借料（事業所庁舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 4,601,772
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2314
甲賀郡農業協同組合
（甲賀市水口町水口6111-1）

土地（駐車場）賃貸借料（事業所
庁舎分）　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 1,231,524

事業所駐車場（官用車用）として、賃貸借している
敷地である。当該駐車場敷地は事務所用地と同一の
敷地内にあり、事務所の賃貸借契約と一体のもので
ある。当該者と契約しない場合は､事務所用地の一
部を使用できないことになりかねないことから事業
の円滑な進捗に支障をきたす恐れのあること、事業
所近隣には駐車場敷地として適当な敷地もないこと
から､業務に支障をきたす恐れがあるため競争を許
さないものであり、当該事務所の賃貸借契約に付随
する契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2315
ＮＴＴアセット・プランニング関
西（株）
（大阪市西区土佐堀1-3-34）

土地･建物賃貸借料（宿舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 4,239,180
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2316
土地･建物賃貸借料（宿舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 3,600,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2317
土地･建物賃貸借料（宿舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 1,800,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2318
村上産業（株）
（甲賀市水口町綾野1番38号）

土地･建物賃貸借料（宿舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 3,360,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2319
村上産業（株）
（甲賀市水口町綾野1番38号）

土地･建物賃貸借料（宿舎分）　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 864,000
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
ある賃貸借契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2320
甲賀ビル管理事務局
（甲賀市水口町暁3番43号）

経費事務所負担分（電気）

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日 1,434,543

本契約は事務所として借上げいる3階建てのビルの
管理費（光熱費）である。事務所を新たな施設に移
転することは相応の費用が必要となること、これま
で事務所としての機能してきたことから事業を実施
していく上で移転することは不可能である。当該建
物には事業所以外にも2つの機関が入居しており、
光熱水料等に関してはビル全体として請求が来てい
る。そのため協定書を交わした上で、甲賀ビル管理
事務局が1ヶ月の光熱水料等をとりまとめ、それぞ
れの機関に金額を毎月請求することとしており、事
務所の賃貸借契約に付随する契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2321
甲賀市長
（甲賀市水口町水口6053番地）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）用水量調査検討委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年10月4日 3,161,340

本業務は、ダム工事期間中の飲料水の水源確保を目
的とし、水源等の調査検討を行うものである。
調査目的の達成のためには既設簡易水道、既設水源
の水質データ及び周辺地形・地質等のデータが不可
欠であり、これらのデータを提供することが可能な
者は本市以外になく、甲賀市との取り決め
（H15.1）により契約の相手方が一に定められてい
ることから、契約の目的が競争を許さない。
　（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2322
内外エンジニアリング（株）
（京都市南区久世中久世町1丁目
141番地）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）野洲川沿岸地区環境
調査検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月25日 9,555,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2323
日本技研（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）現場技術（その３）
業務　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所次長
新保　義剛
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年5月2日 15,750,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2324
復建調査設計（株）大阪支社
（大阪市淀川区西宮原一丁目4番
13号）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（一期）石部頭首工魚道モニ
タリング業務　１式

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所次長
新保　義剛
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年5月6日 4,777,500

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2325
日技クラウン（株）京都支店
（京都市下京区綾小路通烏丸西入
童侍者町161）

平成１６年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）野洲川ダム改修測量
設計等業務（堤体補足設計）　１
式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年6月6日 13,125,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2326
（株）三祐コンサルタンツ
（名古屋市中区錦2-15-22）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（一期）石部頭首工技術誌作
成業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年6月28日 20,790,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2327
日本基礎技術（株）関西支店
（大阪市北区松ヶ枝町6番22号）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）野洲川ダム法面保護
検討業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年10月26日 6,615,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2328

（株）新農村総合コンサルタンツ
関西事務所
（京都市下京区七条通新町西入夷
之町686-3）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（二期）野洲川ダム取付国道
等実施設計業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４４
号）

平成17年11月9日 11,865,000

本業務は、プロポーザル（技術提案書）の提出を求
め、技術的に最適な者を特定するプロポーザル方式
によるものであり、技術提案書の評価が最も高い当
該業者と随意契約を行うもので、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2329

パナソニックＳＳエンジニアリン
グ（株）関西PSSE社
（大阪市淀川区西中島5丁目5番15
号）

平成１７年度野洲川沿岸農地防災
事業（一期）石部頭首工管理シス
テム付帯工事　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月25日 6,195,000

本工事は、石部頭首工等の水管理設備の製作（プロ
グラム追加を含む）及び据付工事である。
一体の設備を構築する前工事・後工事（本工事）に
おいて前工事の施工者が開発・保有するプログラ
ム、前工事の施工者が設定した制御方法等を利用す
ることによってのみ、後工事において安全でかつ所
要の機能が確保された設備の施工が可能となること
から、競争を許さない。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2330
滋賀リコー（株）
（大津市におの浜4-1-27）

乾式複写機保守管理単価契約

契約担当官
近畿農政局大津統計・情報セン
ター長
飯塚　武彦
（大積御幸町６－５）

平成17年4月1日 3,479,616

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
リコーの特約代理店である滋賀リコー(株)が納入し
ていることから、同社が、当該機器の保守を行う。
他に保守を行う業者がなく競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2331
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

SIS MAP（Modeller Manager）の
購入について

契約担当官
近畿農政局大津統計・情報セン
ター長
飯塚　武彦
（大積御幸町６－５）

平成18年3月20日 2,415,000

　今回購入するソフトは、現在稼働しているプログ
ラムと安定かつ確実な一体性が確保されることが必
要であり、互換性が最優先となることから現在使用
中のソフトと同社製の（株）インフォマティクス製
としているところである。
　当該ソフトの販売についても、（株）インフォマ
ティクス以外取り扱いを行っていないことから、契
約の性質又は目的が競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2332
（株）インフォマティクス
（川崎市幸区大宮町1310）

地理情報ｼｽﾃﾑ用専用ｼｽﾃﾑ3式

契約担当官
近畿農政局大阪統計・情報セン
ター長　
菱山　正孝
（大阪市中央区大手前１－５－４
４）

平成18年1月17日 2,961,000

既調達システムとの効率的かつ安定的に運用を図る
ため互換性が必須でありこのシステムを取り扱って
いるのが、㈱インフォマテックス以外ないことから
随意契約とした。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条第4項第3
号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2333
キャノン販売（株）大阪支店
（大阪市北区梅田3-3-10）

複写機保守管理業務単価契約

契約担当官
近畿農政局兵庫農政事務所長
齋藤　清
（神戸市中央区海岸通29番地）

平成17年4月1日 1,593,838

キャノン製の複写機保守については、メーカーであ
るキャノンマーケティングジャパン(株)大阪支店が
直接扱っており、他に保守を行う業者がなく、競争
を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2334
（株）阪神デジタルプロ
（神戸市中央区琴ノ緒町2-3-29）

複写機保守管理業務単価契約

契約担当官
近畿農政局神戸統計・情報セン
ター長
鎌田　洋明
（神戸市中央区海岸通29番地）

平成17年4月1日 2,546,865

リコー製の電子複写機の保守については、リコー又
はリコーの特約代理店しか保守できない。本機器は
(株)阪神デジタルプロが納入していることから、同
社が、当該機器の保守を行う。他に保守を行う業者
がなく競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



2335
奈良リコー（株）
（奈良市法華寺町138-1）

電子複写機年間保守　１式

契約担当官
近畿農政局奈良統計・情報セン
ター長
山本　保孝
(奈良県奈良市法蓮町３８７　奈良
第３地方合同庁舎）

平成17年4月1日 1,025,640

リコー製の複写機の保守については、リコー又はリ
コーの特約代理店しか保守できないことから、特約
代理店である奈良リコー(株)が保守を行う。他に保
守を行う業者がなく競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
3000枚まで
17,955
3001～12000
枚まで
4.515
12001枚～
3.36

2336

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）
（大阪市西区西本町2丁目3番10
号）

電子複写機年間保守　４式

契約担当官
近畿農政局奈良農政事務所長
柳沢　和夫
（奈良県奈良市西紀寺町１３）

平成17年4月1日 1,075,008

コニカミノルタ製の複写機の保守については、コニ
カミノルタ又はコニカミノルタの特約代理店しか保
守できないことから、納入したコニカミノルタビジ
ネスソリューションズ（株）が保守を行う。他に保
守を行う業者がなく競争を許さない。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
１枚当り
2.１円

2337 用地賃貸借　１式

契約担当官代理
近畿農政局和歌山農政事務所総務
課長
金澤　正範
（和歌山市湊５５７－１９）

平成17年4月1日 1,561,200

和歌山農政事務所庁舎敷地に進入するための進入路
として賃貸借している用地であり、当該者と契約し
ない場合は庁舎敷地に進入できなくなることから、
契約の性質又は目的が競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2338

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その３）改修工事
に伴う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2339

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その３）改修工事
に伴う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2340

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その３）改修工事
に伴う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2341

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その３）改修工事
に伴う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年4月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2342

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（浅古サイホン）改修工事に伴う
土地取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年5月12日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2343

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（浅古サイホン）改修工事に伴う
土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年6月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2344

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（浅古サイホン）改修工事に伴う
土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年6月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2345
第二十津川紀の川農業水利事業津
風呂ダム周辺道路工事に伴う土地
取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年6月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2346

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年8月11日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2347
関西電力（株）和歌山営業所
（和歌山市岡山丁40番地）

紀伊平野県営幹線水路等（紀の川
左岸幹線水路その１）改修工事に
伴う電気配電設備等の移設補償金　
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年9月5日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2348
紀伊平野県営幹線水路等（紀の川
左岸幹線水路その１）改修工事に
伴う土地使用等補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年9月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2349
紀伊平野県営幹線水路等（紀の川
左岸幹線水路その１）改修工事に
伴う土地使用等補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年9月29日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2350

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営北葛城工区３号
幹線高田川支線その１改修工事に
伴う土地使用　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2351
紀伊平野貴志川左岸水路その１改
修工事に伴う土地使用補償金　１
式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2352
紀伊平野貴志川左岸水路その１改
修工事に伴う土地使用補償金　１
式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2353
紀伊平野小田井県営水路かつらぎ
工区その２改修工事に伴う土地使
用等補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2354
紀伊平野小田井県営水路かつらぎ
工区その２改修工事に伴う土地使
用等補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2355

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う土地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年10月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2356

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営北葛城工区２号
幹線水路その３改修工事に伴う土
地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2357

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営初瀬川工区第３
号幹線その２改修工事に伴う損失
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2358

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営初瀬川工区第３
号幹線その２改修工事に伴う土地
使用補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2359
紀伊平野県営幹線水路等（紀の川
左岸幹線水路その１）改修工事に
伴う物件移転補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2360

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う土地取得補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2361

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う土地取得補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2362

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う土地取得補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2363

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営北葛城工区２号
幹線水路その２改修工事に伴う土
地使用補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年11月30日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2364
関西電力（株）和歌山営業所
（和歌山市岡山丁40番地）

紀伊平野紀の川左岸幹線水路その
２改修工事に伴う電気配電設備等
の移設補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2365

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その５）改修工事
に伴う土地取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2366

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その５）改修工事
に伴う土地取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2367

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その５）改修工事
に伴う土地取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2368

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路佐
保川サイホン（その５）改修工事
に伴う土地取得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2369

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（１８号トンネル）改修工事に伴
う区分地上権設定　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成17年12月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2370
紀伊平野紀の川左岸幹線水路その
２改修工事に伴う土地使用等補償
金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年1月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2371

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営初瀬川工区第１
号幹線川西支線その２改修工事に
伴う地上権設定補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年1月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2372

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営初瀬川工区第１
号幹線川西支線その２改修工事に
伴う地上権設定補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年1月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2373

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営御所工区幹線1
工区その３改修工事に伴う土地取
得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2374

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営御所工区幹線1
工区その３改修工事に伴う土地取
得　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2375

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う損失補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2376
紀伊平野紀の川用水農業水利事業
幹線水路工事に係る区分地上権設
定代金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2377
香芝市長
（香芝市今泉1200番地の3）

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う水道施設の移設補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年2月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2378
第二十津川紀の川農業水利事業津
風呂ダム周辺道路整備工事に伴う
物件移転補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月3日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2379
奈良県広陵町長
（奈良県北葛城群広陵町大字南郷
272）

大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営北葛城工区３号
幹線高田川支線その１改修工事に
伴う水道施設の機能回復　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2380
関西電力（株）和歌山営業所
（和歌山市岡山丁40番地）

紀伊平野貴志川左岸水路その１改
修工事に伴う電気配電設備等の移
転補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2381
関西電力（株）和歌山営業所
（和歌山市岡山丁40番地）

紀伊平野小田井県営水路かつらぎ
工区その２改修工事に伴う電気配
電設備等の移転補償金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月9日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2382
桜井ガス（株）
（桜井市大字谷8-1）

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（浅古サイホン）改修工事に伴う
ガス施設機能回復補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2383
高取町長
（奈良県高市郡高取町大字観覚寺
990-1）

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路17
号開渠改修工事に伴う水道施設機
能回復補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2384
香芝市長
（香芝市今泉1200番地の3）

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営西部幹線水路馬
見サイホンその６他改修工事に伴
う水道施設の移設補償　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）

平成18年3月24日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2385

大和紀伊平野農業水利事業（一
期）大和平野国営東部幹線水路
（浅古サイホン）改修工事に起因
する水枯渇等の損害による費用負
担金　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野農業水利
事務所長
及川　和彦
（奈良県橿原市城殿町４５９）



2394
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に伴う土
地売買契約及び立木取得補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年2月17日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2395
巨椋池排水機場建設工事の施行に
伴う建物補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年2月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2396
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に伴う土
地売買契約及び立木取得補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年3月15日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2397
桜井市長
（桜井市大字外山51）

大和紀伊平野国営幹線水路等改修
工事に伴う水道施設の機能回復に
係る補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年3月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2398
御所市長
（御所市大字櫛羅2055番）

大和紀伊平野国営幹線水路等改修
工事に伴う水道施設の機能回復に
係る補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年3月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2399
奈良県広陵町長
（奈良県北葛城郡広陵町大字南郷
272番地）

大和紀伊平野国営幹線水路等改修
工事に伴う水道施設の機能回復に
係る補償

支出負担行為担当官
近畿農政局長
進藤　眞理
（京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町）

平成18年3月31日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2400
国営野洲川沿岸農地防災事業（一
期）石部頭首工建設工事に係る土
地使用補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年4月1日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2401
野洲川沿岸農地防災事業（一期）
石部頭首工改修工事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月31日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2402
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路に係る
土地補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年6月16日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2403
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路に係る
土地補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年6月16日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2404
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路建設工
事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年6月30日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2405
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路に係る
補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年8月18日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2406
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路に係る
補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年8月18日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2407
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路建設工
事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年9月8日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2408
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事用地に係
る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年9月29日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2409
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事用地に係
る損失補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年9月29日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2410
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事用地に係
る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成17年10月7日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2411
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金及び補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月4日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2412
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金及び補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月4日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2413
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月4日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2414
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路建設工
事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年1月16日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2415
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月10日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2416
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム工事用道路建設工
事に伴う損失補償代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月13日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2417
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月20日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2418
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る補
償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月20日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2419
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月20日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2420
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る補
償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月20日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2421
国営野洲川沿岸農地防災事業（二
期）野洲川ダム改修工事に係る土
地売買代金及び補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月20日

公共工事を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2422
甲賀市長
（甲賀市水口町水口6053番地）

平成17年度 国営総合農地防災事
業野洲川ダム改修工事に伴う行政
需要の増大に対する補償金

分任支出負担行為担当官
近畿農政局野洲川沿岸農地防災事
業所長
石川　雅一
（滋賀県甲賀市水口町暁３番４３
号）

平成18年3月31日

平成17年度の野洲川沿岸地区国営総合農地防災事業
野洲川ダム改修工事に伴う滋賀県甲賀市における行
政需要の増大（公共事業の施行に伴う公共補償基準
要綱第１８条）に対する補償であることから、契約
相手方が限定されるものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2423
巨椋池排水機場建設工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
次長
村中　一雄
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2424
巨椋池排水機場建設工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
次長
村中　一雄
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2425
巨椋池排水機場建設工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
次長
村中　一雄
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2426
巨椋池排水機場建設工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当官代理
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
次長
村中　一雄
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年4月1日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2427
地盤変動等に寄り生じた建物等事
業損失補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成17年8月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2428
巨椋池排水機場建設工事に係る土
地使用補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成18年3月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2429
巨椋池排水機場建設工事に係る土
地使用補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成18年3月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2430
巨椋池排水機場建設工事に係る土
地使用補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局巨椋池農地防災事業所
長
鈴木　尚登
（京都府京都市伏見区深草大亀谷
大山町官有地）

平成18年3月27日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2431
関西電力（株）京都営業所長
（京都市北区小山北上総町50-1）

区画整理工事に伴う電柱移設補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年5月16日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2432
関西電力（株）京都営業所長
（京都市北区小山北上総町50-1）

区画整理工事に伴う電柱移設補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年7月12日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2433
区画整理工事による養豚に対する
損失補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年7月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2434
関西電力（株）京都営業所長
（京都市北区小山北上総町50-1）

区画整理工事に伴う電柱移設補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年7月21日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2435
亀岡市長
（亀岡市北古世町1丁目2番5号）

区画整理工事に伴う給配水管移設
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年8月10日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2436
亀岡市長
（亀岡市北古世町1丁目2番5号）

区画整理工事に伴う給配水管移設
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月14日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2437 幹線道路工事に伴う用地買収

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2438 幹線道路工事に伴う用地買収

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2439 幹線道路工事に伴う用地買収

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年9月28日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2440
亀岡市長
（亀岡市北古世町1丁目2番5号）

区画整理工事に伴う給配水管移設
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年10月7日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2441
関西電力（株）京都営業所長
（京都市北区小山北上総町50-1）

区画整理工事に伴う電柱移設補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成17年12月26日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2442
亀岡市長
（亀岡市北古世町1丁目2番5号）

区画整理工事に伴う給配水管移設
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年1月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2443
亀岡市長
（亀岡市北古世町1丁目2番5号）

区画整理工事に伴う給配水管移設
補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年1月18日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2444
区画整理工事の支障となる農業用
倉庫の移転補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年2月6日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2445
関西電力（株）京都営業所長
（京都市北区小山北上総町50-1）

区画整理工事に伴う電柱移設補償

分任支出負担行為担当官
近畿農政局淀川水系土地改良調査
管理事務所長
田村　成明
（京都府京都市伏見区桃山町永井
久太郎５６番地）

平成18年2月20日

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等
に対して行う契約であり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であることから、場所及び契約相
手方が限定されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2446
（株）時事通信社
（東京都中央区銀座5-15-8）

時事通信ニュース(IJAMP)提供業
務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 2,016,000

インターネットを通じて行政情報サービス業者から
情報を収集しているが、多様な行政需要に対応する
迅速な情報提供と多様なデータの情報収集が可能な
業者は㈱時事通信社のみである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2447
NECネクサソリューションズ
（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番地6号）

ネットワーク管理システムライセ
ンス更新
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 2,992,500

平成16年度に導入したネットワーク管理システムの
構築・施工業者であり、本システム全般を熟知し
LANシステムのメーカーとの保守・連携が確立して
いることなどのため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2448
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

中国四国農政局不正アクセス監視
業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 7,986,300

日本電気㈱がネット網の構築を行っており、セキュ
リティ等を熟知し、さらに同社ビッグローブのファ
イアウォールを利用することとなっており、本業務
に対応できるのは同社のみであるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2449
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

VirusScan/AVD Siteライセンス
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,701,000

LANシステムの構築は日本電気㈱が構築しており、
ウィルス対策ソフト及び機器を一体的な管理を行う
ため、本業務に対応できるのは同社のみであるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2450
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

中国四国農政局インターネット接
続賃貸借
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 2,406,600

LANシステムの構築は日本電気㈱で整備したもので
あり、LAN環境及びインターネット接続環境に詳し
い日本電気㈱のサービスが最も充実しており、安定
性と継続性に優れ競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2451
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

中国四国農政局管内地方農政事務
所インターネット接続賃貸借
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,587,600

LANシステムの構築は日本電気㈱で整備したもので
あり、LAN環境及びインターネット接続環境に詳し
い日本電気㈱のサービスが最も充実しており、安定
性と継続性に優れ競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2452
リコーリース（株）広島支社
（広島市八丁堀5-7）

農地整備地理情報システムサーバ
等の賃貸借
17.4.1～17.10.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,797,001
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2453
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

中国四国農政局行政情報システム
保守業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 9,734,550

行政情報システムは、日本電気㈱が構築し、本シス
テム全般を熟知しており、セキュリティ等の環境も
把握しているため競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



2454
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システム（賃貸借及び）
保守
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 3,803,415

現在の機器の撤去及び新たな機器の設置費等の負担
増になること、また、新たなシステムの再構築が必
要となり、不測の日数を要するとともに、システム
の運用に支障をきたし、業務に多大な影響を及ぼす
ため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

2455
クラブン（株）岡山営業所
（岡山市辰巳11-106）

電子複写機(Canon iRC6800N)の賃
貸借及び保守
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 2,415,270
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2456
クラブン（株）岡山営業所
（岡山市辰巳11-106）

電子複写機(Canon iRC6800N)の賃
貸借及び保守（農村計画部）
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,388,281
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2457
クラブン（株）岡山営業所
（岡山市辰巳11-106）

電子複写機(Canon iR105)の賃貸
借及び保守
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 3,791,839
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2458
岡山リコー（株）
（岡山市新保666-4）

電子複写機(RICOH imagio 
Neo900Pro)の賃貸借及び保守　２
式
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 2,283,543
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2459
（株）甲玉堂
（岡山市表町1丁目1の3）

電子複写機(RICOH imagio 
MF3570RCモデル5)の賃貸借及び保
守　６式
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,891,398
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
まれるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2460

日本エレベータ-製造（株）大阪
営業所
（大阪市西区江戸堀2丁目6番35
号）

平成１７年度岡山第２合同庁舎エ
レベーター設備保守業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 7,875,000

当庁舎のエレベーターの保守に必要な専門的技術を
持ち、故障時の迅速な対応が可能な業者は日本エレ
ベーター製造㈱岡山営業所以外になく、競争を許さ
ないため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2461
（株）山武ビルシステムカンパ
ニー中国支店
（広島市中区鉄砲町8番18号）

平成１７年度岡山第２合同庁舎中
央監視装置保守業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,722,000

当庁舎の総合防災監視卓はハード・ソフトともに㈱
山武が作成したものであり、他の業者では保守を行
うことが不可能であるので、競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2462
ニッタン（株）岡山支店
（岡山市柳町1丁目3番9号）

平成１７年度岡山第２合同庁舎総
合防災監視卓保守業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 1,365,000

当庁舎の総合防災監視卓はハード・ソフトともに
ニッタン㈱が作成したものであり、他の業者では保
守を行うことが不可能であるので、競争を許さない
ため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2463
日立電子サービス（株）中国支社
（広島市上幟町3番33号）

平成１７年度岡山第２合同庁舎電
子交換機保守業務
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年4月1日 3,622,500

当庁舎の電子交換機の保守に必要な専門的技術を持
ち、故障時の迅速な対応が可能な業者は日立電子
サービス㈱岡山営業所以外になく、競争を許さない
ため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2464
（株）ジーエス・ユアサパワーサ
プライ中国支社
（広島市中区立町2-23）

岡山第２合同庁舎非常用電源設備
更新工事

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成17年8月8日 3,664,500

サイリスタ整流器のコントロールユニット及びゲー
ト制御装置はメーカー独自の技術で製作されている
ため、他の業者が部品を調達することは不可能であ
る。また、温度検出装置及び減液警報検出装置付き
蓄電池はメーカー独自の検出方法によることから、
他メーカー製品のものを使用した場合誤作動の原因
となり、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2465
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

平成１７年度人事院勧告対応プロ
グラムの購入

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山県岡山市下石井１－４－
１）

平成18年3月3日 2,362,500

人事院勧告により平成１８年４月から給与体系が大
幅に変更されることとなる。このため新たな給与計
算システムを再構築するよりも、現在稼働している
給与システムを構築した者から対応プログラムを購
入することで、迅速かつ正確な移行を可能とするた
め
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

2466 庁舎敷地賃貸借　１式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－１）

平成17年4月1日

所が限定されることにより、供給者が一に特定され
るとしている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2467 独身寮（岡南寮）家政業務一式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1丁目4番1号）

平成17年4月1日

独身寮の施設管理、清掃、給食及び雑役務等の業務
であり、職員のプライバシ－の保護や地元自治会等
との円滑な連携が不可欠であり、近隣の事情等に精
通した者を選定する必要性があるため、業務の目的
が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2468 独身寮（岡南寮）家政業務一式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1丁目4番1号）

平成17年4月1日

独身寮の施設管理、清掃、給食及び雑役務等の業務
であり、職員のプライバシ－の保護や地元自治会等
との円滑な連携が不可欠であり、近隣の事情等に精
通した者を選定する必要性があるため、業務の目的
が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2469 独身寮（伊福寮）家政業務一式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1丁目4番1号）

平成17年4月1日

独身寮の施設管理、清掃、給食及び雑役務等の業務
であり、職員のプライバシ－の保護や地元自治会等
との円滑な連携が不可欠であり、近隣の事情等に精
通した者を選定する必要性があるため、業務の目的
が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2470 独身寮（伊福寮）家政業務一式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1丁目4番1号）

平成17年4月1日

独身寮の施設管理、清掃、給食及び雑役務等の業務
であり、職員のプライバシ－の保護や地元自治会等
との円滑な連携が不可欠であり、近隣の事情等に精
通した者を選定する必要性があるため、業務の目的
が競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2471
（有）秋田興産
（岡山市西市603-14）

建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－１）

平成17年4月1日 6,912,000

所が限定されることにより、供給者が一に特定され
るとしている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2472
鳥取県知事
（鳥取市東町一丁目220番地）

平成１７年度日野地域畜産環境基
本調査委託契約

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年5月25日 2,350,000

本調査で策定する地域畜産環境改善構想は、鳥取県
の将来構想と整合を取るために県の関与が不可欠で
あり、各種環境規制を熟知している県の知見が必
要、また、特に環境問題については各町でしか得ら
れない知見もあり、効率的取りまとめの窓口として
各町とつながりが深い県の協力が必要であり競争を
許さないため、鳥取県を委託先として調査を実施す
る取り決めを行い随意契約を締結している。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2473
岡山県知事
（岡山市内山下2丁目4番6号）

平成１７年度岡山北部地域土地資
源活用飼料基盤拡大基本調査委託
契約

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年7月26日 1,510,000

本調査で策定する地域整備構想は、岡山県が進める
本地域の飼料基盤整備、家畜排せつ物の処理・流通
体系の改善に係る将来構想と整合を取るために県の
関与が不可欠であり、また、各種環境規制を熟知し
ている県の知見が必要であり競争を許さないため、
岡山県を委託先として調査を実施する取り決めを行
い随意契約を締結している。（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2474
徳島県知事
（徳島市万代町１丁目１番地）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業委託費

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年7月5日 1,253,000

　本事業は、徳島県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。
　したがって、本事業を効率的に実施するには、各
団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指導力を
有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に判断で
きる者に委託することが必要である。
　この点において、徳島県知事は、農業協同組合
法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に
おいて、各団体の組織設立の認可や各団体が実施す
る業務等の監督、指導等を行う立場にあり、各団体
の業務体系を熟知するとともに、団体に対する指導
力を十分に有している唯一の者である。
  また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（徳島県知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、徳島県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り



2475
島根県知事
（松江市殿町１番地）

平成１７年度人権問題啓発推進事
業委託費

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年7月8日 1,128,000

　本事業は、島根県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。
　したがって、本事業を効率的に実施するには、各
団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指導力を
有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に判断で
きる者に委託することが必要である。
　この点において、島根県知事は、農業協同組合
法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に
おいて、各団体の組織設立の認可や各団体が実施す
る業務等の監督、指導等を行う立場にあり、各団体
の業務体系を熟知するとともに、団体に対する指導
力を十分に有している唯一の者である。
  また、事業の実施手法としてみれば、農林漁業団
体４団体を一体的に取りまとめて事業を実施するこ
とになる本手法（島根県知事への委託）が最も効率
的な手法である。
　こうした状況を踏まえ、島根県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2476
広島県環境保健協会
（広島市中区広瀬北町9番1号）

平成17年度農業農村整備推進環境
保全技術調査委託事業
(H17年6月8日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年6月8日 7,600,000

調査開始年から携わり昨年度までの調査結果に精通
しており、生物調査等に関して高度な技術と経験等
を有し、生物等に関する広範な知見及び情報を有し
ている機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2477
（財）ホシザキグリーン財団
（出雲市園町沖の島1659-5）

平成17年度農業農村環境情報整備
調査委託事業
(H17年6月15日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年6月15日 1,200,000

生物調査について高度な技術を有し、地区事情に精
通し、地域と密接なネットワーク体制を持つ。ま
た、これまでに、国、県等の調査を数多く受託して
おり、調査地区の生物関係について多くの調査実績
及び情報を有している機関であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2478
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中一丁目1番1号）

平成17年度計画基準調査委託事業
(H17年8月22日～H18年3月17日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年8月22日 2,000,000

本委託事業は、土地改良事業計画基準の改定に際し
て必要となる基礎資料を得るために、必要とする調
査課題を各地方農政局等が分担して実施している調
査の一部で、水田及び畑地での営農形態等の違いに
よる用水量等を把握するもので、国立大学法人　岡
山大学は、① 当局が実施してきた土地改良事業計
画基準の制・改定に関わる調査に長年一貫して携
わっており、昨年まで、今回の調査地域での同様な
調査も受託している。②また、本省で設置している
学識経験者で構成する計画基準検討委員会、又は計
画基礎諸元調査委員会の委員経験のある教官が在籍
している。③ さらに、本業務の内容を一貫して研
究テーマとし研究実績を有している教官が在籍して
おり、調査体制も整っている。調査成果についても
実績があり有利と認められるため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2479
山口県知事
（山口市滝町1番1号）

平成１７年度排水対策基盤整備調
査委託事業
(H17年6月14日～H18年3月6日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年6月14日 3,000,000

本調査は「地域水田農業ビジョン」に基づき、田畑
輪換を中心とした持続可能な輪作体系に沿った水田
営農を推進するため田畑輪換が困難な地域を対象と
して、排水対策基盤整備調査を実施し、排水条件を
畑作加納な水準まで引き上げるための基本計画を樹
立することにより、県営地域水田農業支援排水対策
特別事業（以下「排特事業」）の円滑な実施を図る
ことを目的としている。
今回調査地区は排特事業を予定している山口市二島
西地区であり、調査地区の現地状況に精通し、また
既存データ（雨量データ、地下水データ等）の活用
が円滑に行え、かつ排特事業の事業主体となる山口
県に調査委託を行う必要がある。
こうした状況を踏まえ、山口県を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2480
鳥取県知事
（鳥取市東町1丁目220）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月21日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月21日 1,650,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、鳥取県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2481
島根県知事
（松江市殿町1番地）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月21日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月21日 2,500,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、島根県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2482
岡山県知事
（岡山市内山下2丁目4番6号）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年11月11日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年11月11日 2,350,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、岡山県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2483
愛媛県知事
（松山市一番町4丁目4-2）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年9月27日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年9月27日 2,100,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、愛媛県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2484
高知県知事
（高知市丸ノ内1丁目2番20号）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月12日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月12日 1,607,500

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、高知県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2485
東広島市長
（東広島市西条栄町8番29）

平成１７年度広域農村総合整備基
本調査委託事業
(H18年1月19日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成18年1月19日 1,241,701

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、東広島市を委託先
として事業を実施する取り決めを行い随意契約を締
結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2486
山口県知事
（山口市滝町1番1号）

平成１７年度畑作生産基盤整備推
進調査（水田転換基盤整備推進調
査）委託事業
(H17年6月16日～H18年3月6日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年6月16日 4,000,000

本調査は「地域水田農業ビジョン」に基づき、水田
の畑地化を推進するため畑地化事業を予定している
地区をモデルとして事業実施に向けた計画策定を行
うことで、畑地化基盤整備手法の体系化を図り、こ
れらの知見の普及啓発を行うことで畑地化事業の円
滑かつ効率的な実施に資することを目的としてい
る。
今回調査地区は畑地化事業を予定している美祢市美
祢地区であり、調査地区の現地状況に精通し、また
既存データ（土壌データ、地下水データ及び浅層暗
渠実証データ等）の活用が円滑に行え、かつ畑地化
事業の事業主体となりうる可能性のある山口県に調
査委託を行う必要がある。こうした状況を踏まえ、
山口県を委託先として事業を実施する取り決めを行
い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2487
鳥取県知事
（鳥取市東町1丁目220）

平成１７年度営農計画管理調査委
託事業
(H17年7月4日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年7月4日 1,250,000

本調査は、国営土地改良事業の実施に当たって、事
業効果の早期発現を図るため、地区における課題を
把握し、解決のための調査を実施する者である。東
伯地区においては、基幹作物である梨の振興上の課
題として防除作業の軽減や薬液の被ばく回避等を図
ることが求められていることから、多目的スプリン
クラー（かん水・防除等に使用可能）を栽培技術の
確立を目的として調査を実施している。
鳥取県は東伯地区を管轄とする中部総合事務所に農
業改良普及所を配置し、また、試験研究期間である
園芸試験場をゆうしており①農業改良普及所は調査
地区の事情に精通し、定期的・継続的な計測・調査
が可能であること②園芸試験場は専門的知識をも
ち、多目的スプリンクラーによるかん水、防除の実
証試験の実績があり、また、計測・調査の実施に当
たり適切な助言を得ることが可能であることなどか
ら、本調査の目的である多目的スプリンクラー施設
の効果及び梨の生育状況等を調査・分析することが
可能な機関である。
　こうした状況を踏まえ、鳥取県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法代２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2488
愛媛県知事
（松山市一番町4丁目4-2）

平成１７年度中山間地域農業基盤
整備推進調査委託事業
(H17年8月24日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年8月24日 3,100,000

本調査は、西宇和郡伊方町三崎地区において、耕作
放棄地を含む農地の再編整備を推進する目的で、急
傾斜な地形・不安定な水資源・防災や環境保全に対
する配慮等の特殊な課題を有する中山間地域におけ
る基盤整備工法を検討し、農地再編基盤整備モデル
計画を策定するものである。愛媛県は中山間整備事
業の実施体制が整っており、現地の状況にも精通し
ている。また、地元に対し強い指導力を有してお
り、作業を円滑に行うことができ、さらに、第３者
の立場で計画立案する必要があるため愛媛県に調査
委託する必要がある。こうした状況を踏まえ、愛媛
県を委託先として事業を実施する取り決めを行い随
意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2489
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月21日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月21日 2,400,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、広島県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2490
山口県知事
（山口市滝町1番1号）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月21日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月21日 2,100,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、山口県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2491
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1番地）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年11月7日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年11月7日 2,300,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、徳島県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2492
香川県知事
（高松市番町4-1-10）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託事業
(H17年10月21日～H18年3月10日)

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年10月21日 1,750,000

1．調査の概要
　本調査は土地改良長期計画の策定・実績把握、農
業農村整備事業の計画的・効率的な実施及び政策評
価の実施のために必要な基礎データを整備するた
め、各種の農業農村整備事業等の実績や建設（変
更）・整備された施設・農地の諸元情報及び位置情
報について、毎年度、一元的かつ体系的に調査する
ものである。
２．調査の対象事業
　①農業農村整備事業②災害復旧事業のうち農業施
設災害関連事業③国の補助する事業（公共事業に該
当する者をのぞく）農地農業生産基盤の整備をおこ
なうもの④都道府県及び市町村が国の補助を受けず
に行い、また補助する事業で農業生産基盤の整備を
おこなうもの⑤土地改良区、農業者等が国、都道府
県又は市町村の直接又は間接の補助を受けずに農林
漁業金融公庫の融資により行う農業生産基盤の整備
３．随意契約理由
　上記のとおり網羅的に設定された対象事業のう
ち、国営、機構営以外の事業については、県が調査
に必要な情報、各種資料を保有しており、さらに県
はその他調査②必要な資料（県が保有する資料を保
管するもの等）を保有する市町村、土地改良区等関
係団体との連絡調整能力、指導力を有している。ま
た、県が県全域の調査対象事業地区について網羅的
に把握・管理することで煩雑な作業における調査漏
れを回避でき、さらに調査精度の統一を図ることが
できる。こうした状況を踏まえ、徳島県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2493
鳥取県土地改良事業団体連合会
（鳥取市千代水4-37）

平成１７年度日野川地区農業用水
再編対策検討業務

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成18年1月6日 4,746,000

本業務は、受益面積の見直しを踏まえた農業用水必
要量及び水利権の前倒しの検討を行うものである。
地元情勢や事業制度に精通し、施設の複雑多岐にわ
たる権利・運用を収集・整理し、協議・調整に必要
な対処処理の提案が可能な唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



2494
岡山リコー（株）
（岡山市新保666-4）

電子複写機保守
ﾘｺｰImagio  NEO　601

契約担当官
中国四国農政局食糧部長
高木　幸夫　
（岡山市厚生町３－２－６）

平成17年4月1日 1,044,786

当該機器の保守に必要な専門的知識、技術を持ち、
故障時に迅速な対応が可能な業者は岡山リコー
（株）以外にないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

基本料金
（8000枚分
含む）
33,600円
8001～20000
枚
3.255円／枚
20001枚～
2.940円／枚
（１７年実
績　
1,044,786
円）

2495
（株）八幡
（鳥取市秋里338番地）

職員宿舎建物賃貸借　４戸

契約担当官
中国四国農政局鳥取農政事務所長
小宮　博喜
（鳥取市富安２－８９－４）

平成17年4月1日 1,992,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2496 職員宿舎建物賃貸借　２戸

契約担当官
中国四国農政局鳥取農政事務所長
小宮　博喜
（鳥取市富安２－８９－４）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2497
鳥取県石油協同組合
（米子市東町171番地）

ガソリン及び灯油単価契約
予定数量：ガソリン19,000ℓ、灯
油700ℓ

契約担当官
中国四国農政局鳥取統計・情報セ
ンター長
丸山　徹
（鳥取市吉方１０９）

平成17年4月1日 2,366,113

県内農林水産業に関する各種調査実施に当たって、
単独の業者では業務遂行に支障が生じるため、県内
の多数のガソリンスタンドが加入している官公需適
格組合である鳥取県石油組合と随意契約を締結。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
（途中変更
契約数甲斐
あり）
ｶﾞｿﾘﾝJIS2号
ﾚｷﾞｭﾗｰ１ℓ：
115.5円、灯
油JIS1号店
頭1ℓ
1:51.975円

2498
（株）愛進堂
（鳥取市商栄町222-1）

カラープリンター保守契約
年間予定数量：フルカラー30,000
枚、モノクロ48,000枚

契約担当官
中国四国農政局鳥取統計・情報セ
ンター長
丸山　徹
（鳥取市吉方１０９）

平成17年4月1日 1,132,653

プリンタ等の保守業務については、製造メーカーと
納入販売店との取り決めにより、納入業者以外での
保守ができない状況にあることから、納入業者と契
約を締結。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　　　　　　
ﾌﾙｶﾗｰ：１～
1000枚まで
１枚につき
34円　1001
～3000枚ま
で１枚につ
き28円、
3001枚以上
１枚につき
22円、ﾓﾉｶ
ﾗｰ：１～
1000枚まで
１枚につき
7.5円、1001
～3000枚ま
で１枚につ
き5.7円、
3001枚以上
１枚につき
5 3円

2499 建物貸借契約

契約担当官
中国四国農政局島根農政事務所
林　傑志
（松江市東朝日町１９２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2500 建物貸借契約

契約担当官
中国四国農政局島根農政事務所
林　傑志
（松江市東朝日町１９２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2501
（株）ジェクト中国
（松江市浜佐田町939-3）

土地利用基盤情報データベースの
構築業務

契約担当官
中国四国農政局松江統計・情報セ
ンター長
稲谷 久雄
（松江市向島町１３４－１０）

平成18年2月27日 1,680,000

土地利用基盤情報データベース構築、ArcGISで表示
することに関して、島根県内では唯一（株）ジェク
ト中国が行っている。この業者は島根県へのデータ
ベース構築業務等実績もあり信頼し得ることから、
随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2502 建物貸借契約

契約担当官
中国四国農政局松江統計・情報セ
ンター長
稲谷 久雄
（松江市向島町１３４－１０）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2503
蔵本塗装工業（株）
（浜田市殿町83-8）

建物貸借契約

契約担当官
中国四国農政局松江統計・情報セ
ンター長
稲谷 久雄
（松江市向島町１３４－１０）

平成17年4月1日 804,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2504
西日本旅客鉄道（株）
（広島市東区二葉の里3-8-21）

土地賃貸借
山口市惣太夫町４２１－８
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

契約担当官
中国四国農政局山口農政事務所長
嶺田　信明
（山口市惣太夫町３－８）

平成17年4月1日 1,262,300
当所来庁者用駐車場であり、事務所近隣で駐車台数
を確保できる用地及び業者が他にないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2505
周南農業協同組合
（下松市西柳2-3-48）

土地賃貸借
山口県周南市大字原４３－２
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

契約担当官
中国四国農政局山口農政事務所長
嶺田　信明
（山口市惣太夫町３－８）

平成17年4月1日 2,131,200

本件は当所地域第２課の庁舎敷地であり、所が限定
されることにより、供給者が一に特定されるとして
いる賃貸借契約等であって当該場所でなければ不可
能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2506
山口菱洋システム（株）
（山口市小郡下郷2278-5）

ＧＰＳ対応デジタルカメラ導入費
用　６式

契約担当官
中国四国農政局山口統計・情報セ
ンター長
江田　昇
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成18年2月9日 1,795,500

機種の導入に当たっては、ＧＰＳ及び関連ソフトの
設定が必要となり、当所が導入しているＧＰＳシス
テムへの対応が可能な業者が近隣では山口菱洋シス
テム（株）しかないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2507

来客用駐車場賃貸借契約
香川県坂出市福江町２－６８０－
１
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

契約担当官
中国四国農政局香川農政事務所長
川　崎　　昇
（高松市天神前３－５）

平成17年4月1日
隣接地に当該場所しかなく、すでに借地上に工作物
（囲障・舗床）を設置済みのため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１８年度限
り

2508
アカマツ（株）
（松山市福音寺町235-1）

電子複写機コピー使用料（保守点
検料を含む）

契約担当官
中国四国農政局愛媛農政事務所長
森脇　直人
（松山市辻町２－３３）

平成17年4月1日 1,439,295
電子複写機の保守業務は、賃貸借契約を締結してい
る業者としか結べないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
10,000枚ま
で
 4.2円
10,001枚以
上
3.465円

2509
（株）アグサス
（松山市六軒町2-30）

電子複写機メンテナンスチャージ
料

契約担当官
中国四国農政局松山統計・情報セ
ンター長
藤田　勝彦
（松山市宮田町１８８）

平成17年4月1日 1,384,070
電子複写機の保守業務は、賃貸借契約を締結してい
る業者としか結べないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
白黒
3.50円
カラー
30円

2510
四国電力（株）高知支店
（高松市丸の内2-5）

高知農政事務所本所
電気需給契約

契約担当官
中国四国農政局高知農政事務所長
川名　長治
（高知市北本町１－８－１１）

（平成17年4月1日） 1,386,644
サービスの提供を行うことが可能な業者が一である
ため。
（会計法第２９条の１２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2511
南四国綜合警備保障（株）
（高知市本町4-2-40）

高知地方合同庁舎
警備業務

契約担当官
中国四国農政局高知統計・情報セ
ンター長
谷井　一徳
（高知県高知市本町４－３－４
１）

平成17年4月1日 1,953,000

当庁舎の警備システムは南四国総合警備保障（株）
が設置したものであり、現在の機器の撤去並びに新
たな機器の設置費等の負担増になるため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



2512
東芝エレベータ（株）四国支社
（高松市サンポート2-1）

高知地方合同庁舎
エレベータ保守業務

契約担当官
中国四国農政局高知統計・情報セ
ンター長
谷井　一徳
（高知県高知市本町４－３－４
１）

平成17年4月1日 1,058,400

当庁舎のエレベータの保守に必要な専門的技術を持
ち、故障時の迅速な対応が可能な業者は東芝エレ
ベータ（株）四国支社以外になく、競争を許さない
ため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2513
吉野川下流域土地改良区
（鳴門市大麻町萩原字アコメン3-
1）

吉野川下流域農地防災事業　平成
１７年度土地改良施設維持管理委
託業務 （南北分水工、北部・南
部幹線水路通水区間）
17.4.1～H18.3.31
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 2,102,911

本委託業務は、吉野川下流域農地防災事業による造
成施設の管理を、土地改良法第８５条第２項の規定
に基づき公告を行い、同法第８６条による農林水産
大臣の適否を受けた管理者に委託するものであり、
契約の相手方が法令の規定により一に定められてい
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2514
吉野川下流域土地改良区
（鳴門市大麻町萩原字アコメン3-
1）

吉野川下流域農地防災事業　平成
１７年度第２大谷川取水施設維持
管理委託業務（第２大谷川取水施
設）
H17.4.1～H18.3.31
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 2,482,200

本委託業務は、吉野川下流域農地防災事業による造
成施設の管理を、土地改良法第８５条第２項の規定
に基づき公告を行い、同法第８６条による農林水産
大臣の適否を受けた管理者に委託するものであり、
契約の相手方が法令の規定により一に定められてい
るため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2515
吉野川北岸土地改良区
（阿波市中坪38番地）

吉野川北岸農業水利事業　取水実
績資料作成委託業務 （徳島県阿
波市及び板野郡上板町地内）
H17.4.1～H17.10.31
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 7,530,000

　本業務は、モデル地区の営農状況、利水状況を調
査し、今後の用水管理手法のとりまとめを行うもの
である。
　業務の実施にあたっては、地区全体の農業用水路
の用水系統の実態及び農業用水の期別の取水量等取
水実態に関するデータを有していること、調査に必
要な賦課台帳を有していること、及び受益者の取水
状況及び営農状況に関する特有のデータを有してい
る必要があり、この条件を満たすのは唯一施設を管
理している吉野川北岸土地改良区のみであることか
ら、この者と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2516
前田建設工業（株）四国支店
（高松市寿町1-1-12）

吉野川下流域農地防災事業　北部
幹線水路（板名２工区吉野その
４）工事（その１）
（徳島県阿波市西条地内）
H17.4.1～H17.8.23
土木工事1式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島信行
（岡山市下石井１－４－１）

平成17年4月1日 183,330,000

本工事は、農業用水の水質改善を目的として実施さ
れる吉野川下流域農地防災事業計画に基づき北部幹
線水路を推進工法で建設するものであり、前工事で
設置した仮設備を使用して行う工事である。幹線水
路は、一連の区間が確実に接合でき水密性を確保す
ることにより初期の目的を達成するもの、また、前
工事と本工事とが一体の構造物の構築等を目的とし
ている、かつ瑕疵担保責任の範囲が不明確になるこ
とから競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2517
庁舎敷地賃貸借料1式
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2518
庁舎敷地賃貸借料1式
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2519
庁舎敷地賃貸借料1式
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2520
板野郡農業協同組合
（阿波市土成字寒方64-1）

庁舎敷地賃貸借料1式
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,027,200

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2521
庁舎敷地賃貸借料1式
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2522

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町大寺字大向
北１３５－４）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2523

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町川端字内井
２３－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2524

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町大寺字王子
３７－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2525
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町吹田字奥宮
１３２－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 2,784,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2526
（有）勧誠実業 
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町大寺字平田
２３－１０）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 3,510,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2527
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町大寺字亀山
下８７－７）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,440,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2528
（株）安城
（徳島市南佐古四番町6-22）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町富吉字中新
田３２－８）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 840,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2529
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町徳命字元村
１４６－１１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 5,484,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2530
（有）幸産業
（徳島県板野郡藍住町奥野字乾
12-1）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町奥野字乾４
３－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,680,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2531
（有）幸産業
（徳島県板野郡藍住町奥野字乾
12-1）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町奥野字矢上
前１５０－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 2,592,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2532
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町矢上字原２
６３－４３）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 5,856,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2533
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
西１３９－２）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 5,376,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2534
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町奥野字矢上
前１３４－２０）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,350,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2535
（有）勧誠実業
（徳島県板野郡藍住町徳命字前須
東219）

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡板野町大寺字亀山
下８７－３）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,320,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2536

宿舎建物賃貸借料1式
（徳島県板野郡藍住町矢上字北分
５５－１）
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2537
吉野川下流域土地改良区
（鳴門市大麻町萩原字アコメン3-
1）

吉野川下流域農地防災事業　平成
１７年度実証展示ほ場調査その他
委託業務
（徳島市、鳴門市、阿波市、松茂
町、北島町、藍住町、板野町、上
板町の３市５町）
H17.4.27～H18.3.24
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月27日 7,770,000

本業務は、受益地内のほ場において清浄な農業用水
を用いて生育状況調査等を行い事業効果の確認・Ｐ
Ｒ活動の資料とするが、吉野川下流域土地改良区
は、調査に必要な賦課台帳及び受益者の営農状況等
の特有のデータを有している唯一の団体であるた
め。
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2538
吉野川下流域土地改良区
（鳴門市大麻町萩原字アコメン3-
1）

吉野川下流域農地防災事業　国営
分水工別用水系統調査（その２）
委託業務
（徳島市他２市５町）
H17.5.17～H18.3.24
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月17日 3,717,000

本業務は、各分水工単位での用排水系統調査及び既
存水利組合等の管理組織の現況調査を行うものであ
り、吉野川下流域土地改良区は、調査に必要な賦課
台帳を有するとともに、受益地の用排水系統や施設
の管理実態に関する特有のデータを有する唯一の団
体であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2539
吉野川下流域土地改良区
（鳴門市大麻町萩原字アコメン3-
1）

吉野川下流域農地防災事業　平成
１７年度事業広報活動委託業務
（徳島市他２市５町）
H17.5.20～H18.3.24
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月20日 5,617,500

　本業務は、受益者に対し事業に関する情報の提
供・ＰＲするものである。
　業務の実施にあたっては、受益地全体の実情に精
通しており、関係団体等との連携が可能、また、土
地改良区の組合員の事業に対する意識等に関する特
定の情報を有するのは、吉野川下流域土地改良区の
みであることから、この者と随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2540
中島用水土地改良区
（徳島県板野郡藍住町笠木字中野
165-8）

吉野川下流域農地防災事業　平成
１７年度中島加圧機場保安維持管
理操作委託業務
（徳島県板野郡藍住町乙瀬字井利
口）
H17.5.20～H17.10.20
委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月20日 3,234,465

本委託業務は、吉野川下流域農地防災事業による造
成施設の管理を、土地改良法第８５条第２項の規定
に基づき公告を行い、同法第８６条による農林水産
大臣の適否の決定を受けた管理者に委託するもので
あり、契約の相手方が法令の規定により一に定めら
れているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2541
（株）日立製作所四国支社
（高松市中央町5-31）

吉野川北岸農業水利事業　水管理
制御施設機器調整工事
(徳島県三好市池田町、三好町、
三野町、美馬市、阿波市、板野郡
上板町地内）
H17.6.2～H18.3.8
電子通信工事1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年6月1日 3,360,000

前工事に引き続き施工される工事であり、一体の構
造物の構築等を目的とする工事で、かつ、前工事と
後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることか
ら一貫した施工が技術的に必要とされ、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
するうえで、前工事施工者以外の者に施工させるこ
とが不利と認められるため。
（会計法29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り



2542
山陽映画（株）
（岡山市西河原10-1）

吉野川下流域農地防災事業記録映
像製作業務
（吉野川下流域農地防災事業の受
益地内）
H17.7.5～H18.3.21
記録映像業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年7月4日 3,832,500

本業務は、事業地区の現況から工事完成までの全貌
を随時記録していくものである。過年度からの撮
影・編集実績があり、本事業の地域の状況・営農状
況及び進捗状況等を十分に熟知しているため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2543
山陽映画（株）
（岡山市西河原10-1）

吉野川北岸農業水利事業　記録映
像製作業務
（吉野川北岸農業水利事業の受益
地内）
H17.9.14～H18.3.12
記録映像業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月13日 4,725,000

本業務は、事業地区の現況から工事完成までの全貌
を随時記録していくものである。過年度からの撮
影・編集実績があり、本事業の地域の状況・営農状
況及び進捗状況等を十分に熟知しているため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2544
（株）チェリーコンサルタント
（高松市栗林町三丁目7-23）

吉野川下流域農地防災事業 現場
技術（その７）業務
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
2-1）
H17.9.27～H18.3.29
現場技術業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月26日 8,085,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、（株）チェリーコンサルタントが選
定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2545
（株）ウエスコ 四国支社
（高松市紙町494）

吉野川下流域農地防災事業 現場
技術（その８）業務
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
2-1）
H17.9.27～H18.3.29
現場技術業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月26日 8,190,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、（株）ウエスコ四国支社が選定され
ており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2546
（株）チェリーコンサルタント
（高松市栗林町三丁目7-23）

吉野川下流域農地防災事業 第十
取水工基本設計業務
（徳島県板野郡上板町第十新田及
び板野町西中富地内）
H17.9.29～H18.9.13
測量・設計業務 1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日 26,775,000

本業務は、第十取水工施設の基本設計と第十幹線水
路の一部の路線及び工法検討を行うものであり、工
学的知識のみならず社会経済、環境、実施手法等の
多岐にわたる総合的な検討が必要であり、高度な専
門知識に加え、創意工夫に基づく幅広い構想力・応
用力が求められる業務であることからプロポーザル
方式を適用。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2547
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1番地）

吉野川下流域農地防災事業 平成
１７年度吉野川下流域地区管理施
設状況調査その他委託業務
（徳島市、鳴門市、松茂町、北島
町、藍住町及び板野町）
H17.9.28～H18.3.24
委託業務 1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日 3,100,000

本業務は、本地区の受益地内において過去に県営事
業でパイプライン整備をしている地域の現状把握を
行うものであり、また、取水樋門、排水機場等、多
数の施設の維持管理等の実態を把握し、今後の管理
体制等について現況調査を行うものである。徳島県
は県営事業の実施等を通じ受益地全体の実情に精通
しており、地元関係者と綿密な調査を迅速に行うこ
とが可能である。このことから徳島県を委託先とし
て事業を実施する取り決めを行ない随意契約を締結
している。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2548
（株）丸島アクアシステム
（大阪市中央区谷町5-3-17）

吉野川北岸農業水利事業  池田取
水工除塵施設等改修（その３）工
事
（徳島県三好市池田町西山地内）
H17.10.5～H18.3.3
施設機械電子通信工事１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月4日 29,400,000

本工事は、ネット式除塵機のネットスクリーン及び
防塵ゴムの１部を交換するものである。作業には、
設備の構造を熟知した作業者による施行が必要なこ
と、また、瑕疵担保責任の範囲が不明確になるこ
と、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切
な施工を確保するうえで、前工事施工者以外の者に
施工させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2549
（株）三祐コンサルタンツ岡山支
店
（岡山市柳町2-6-25）

吉野川下流域農地防災事業南部幹
線水路（乙瀬工区）路線検討業務
(徳島県板野郡藍住町富吉及び乙
瀬地内）
H17.10.25～H18.7.21
調査・測量・設計業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月24日 25,830,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、（株）三祐コンサルタンツ岡山支店
が選定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2550
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田4丁目12-17）

吉野川下流域農地防災事業　東部
幹線水路（北村・太郎八須工区）
路線検討業務
（徳島県板野郡北島町北村及び松
茂町長岸地内）
H17.11.18～H18.8.24
測量・設計業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月17日 28,455,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、日技クラウン（株）中国四国支店が
選定されており競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１７年度限
り



2551
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1番地）

吉野川下流域農地防災事業　西分
工区埋蔵文化財発掘調査委託業務
（徳島県板野郡上板町西分地内）
H17.12.1～H18.3.31
委託業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部　龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年12月1日 13,818,000

本業務は、西分地区において埋蔵文化財が確認され
ており、文化財保護法に基づき調査を行うものであ
る。徳島県では、徳島県教育委員会が調査主体であ
ることから、徳島県を委託先として事業を実施する
取り決めを行ない随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2552
太陽コンサルタンツ（株）西日本
支社
（広島市南区稲荷町3-13）

吉野川下流域農地防災事業　旧吉
野川揚水機場実施設計業務
(徳島県板野郡板野町西中富地
内）
H17.12.10～H18.7.27
調査・設計業務1式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
鮫島　信行
（岡山市下石井１－４－１）

平成17年12月9日 48,300,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、太陽コンサルタンツ（株）西日本支
社が選定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2553
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

吉野川下流域農地防災事業　記録
映像製作業務（その２）
（吉野川下流域農地防災事業の受
益地内）
H17.12.13～H18.3.22
記録映像業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年12月12日 7,801,500

本業務は、円滑な事業進捗を図るため重要工作物の
イメージ、事業の効果、管理手法、事業地区の有す
る資源等について啓発を行うための映像素材を製作
するものである。既完成施設の映像、地区内での四
季を通じた営農状況、水管理の状況等の蓄積された
映像が必要となること、内容・編集方針・表現方法
等に一貫性をもたせる必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2554
太陽コンサルタンツ（株）西日本
支社
（広島市南区稲荷町3-13）

吉野川下流域農地防災事業 中央
管理所実施設計業務
（徳島県板野郡上板町高瀬地内）
H18.1.21～H18.12.16
調査・設計業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年1月20日 12,075,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、太陽コンサルタンツ（株）西日本支
社が選定されており競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2555
板名用水土地改良区
（徳島県板野郡上板町高瀬405-
5）

吉野川下流域農地防災事業 板名
用水水路施設調査整理委託業務
（徳島県阿波市及び上板町地内）
H18.2.6～H18.3.30
委託業務　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年2月6日 4,116,000

本委託業務は、幹線水路及び分水工整備後の分水工
掛かりの受益地および既存施設の調査で事業による
効果を把握し、今後の事業推進上の資料とするもの
である。板名用水土地改良区は、調査に必要な賦課
台帳を有するとともに、用排水系統や施設の維持管
理等に関する細部にわたる固有のデータを保有して
いる唯一の団体である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2556
板野町長
（徳島県板野郡板野町吹田字町南
22-2）

四国東部農地防災事務所平成１７
年度水道料金
（H17.4～H18.3）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 1,724,000
サービスの提供を行うことが可能な業者が一である
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2557
四国電力（株）
（高松市丸ノ内2-5）

四国東部農地防災事務所平成１７
年度電気料金
（H17.4～H18.3）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月1日 4,690,467
サービスの提供を行うことが可能な業者が一である
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2558

北部幹線水路（板名２工区上板そ
の１９・２０）工事に伴う補償代
金
（徳島県板野郡上板町七條字北高
瀬３４）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2559

北部幹線水路（板名２工区上板そ
の１９・２０）工事に伴う補償代
金
（徳島県板野郡上板町七條字挽木
２０-１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年4月28日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2560

北部幹線水路（板名２工区上板そ
の１８）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町七條字橋本
１８－５外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月24日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2561

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の４・１１）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字岡ノ川原１
２８－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月24日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2562
（有）こんどう
（徳島県板野郡上板町鍛冶屋原字
妙楽寺12-1）

北部幹線水路（板名２工区上板そ
の１８）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町七條字橋本
３－８）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月24日 3,799,761

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2563

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の７）原形復旧工事に伴う土地取
得代金
（徳島県阿波市西条字地免８８－
４外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年5月31日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2564
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42番地）

南部幹線水路（板名１工区高磯・
上六條）工事（１工区）に伴う補
償代金
（徳島県板野郡上板町高磯及び上
六條地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年6月15日 5,930,400

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2565

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の４～７・１０）工事に伴う補償
代金
（徳島県阿波市西条字橘池６３－
１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年6月15日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2566
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42番地）

南部幹線水路（板名１工区高磯・
上六條）工事（２工区）に伴う補
償代金
（徳島県板野郡上板町上六條地
内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年6月15日 3,714,900

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2567

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その２）に伴う補
償代金
（徳島県阿波市西条岡ノ川原１０
４－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年8月24日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2568

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その２）に伴う補
償代金
（徳島県阿波市西条字岡ノ川原１
０６－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年8月24日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2569

南部幹線水路（日出家工区その
２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開１－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2570

北部幹線水路（矢武工区その５）
工事に伴う土地取得代金
（徳島県板野郡板野町矢武字東浦
１６－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月9日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2571

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う土地取得代
金
（徳島県板野郡上板町下六條字新
田１１０－８）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2572

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う土地取得代
金
（徳島県板野郡上板町下六條字新
田１２－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2573
板名用水土地改良区
（徳島県板野郡上板町高瀬405-
5）

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う土地取得代
金
（徳島県板野郡上板町下六條字新
田１２－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日 1,665,363

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2574

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う土地取得代
金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
西１３１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2575

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う土地取得代
金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
西１３３－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2576

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事に伴う区分地上権
設定代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
西１３３－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月12日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2577

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字町口４５－
５）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月15日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2578

南部幹線水路（板名１工区吉野そ
の１１及びその１２）工事に伴う
補償代金
（徳島県阿波市西条字町口１０－
２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月15日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2579

北部幹線水路大津東部１号分水工
その他工事に伴う補償代金
（徳島県鳴門市大津町木津野字満
の越１１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2580

北部幹線水路大津東部１号分水工
その他工事に伴う土地取得代金
（徳島県鳴門市大津町木津野字満
の越１１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2581

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字宮ノ前５２
－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2582

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字宮ノ前４７
－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2583

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字宮ノ前４
８）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2584

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字町口９４－
１０）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2585

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字町口９４－
１５）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2586

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）その他工
事に伴う土地取得代金
（徳島県阿波市西条字町口９４－
１０）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月16日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2587

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ３３－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月20日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2588

北部幹線水路（矢武工区その６）
工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町矢武字神木
６７－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2589

北部幹線水路（矢武工区その６）
工事に伴う区分地上権設定代金
（徳島県板野郡板野町矢武字神木
６６－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2590

北部幹線水路（矢武工区その６）
工事に伴う区分地上権設定代金
（徳島県板野郡板野町矢武字神木
６７－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月26日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2591

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う土地取得代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ３２－２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2592

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う土地取得代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ２１－７外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2593

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ２６－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2594

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ３２－２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2595

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字東ツ
メノ２１－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2596

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の３）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ５１－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2597

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の３）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ４－２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2598

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の３）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ４７－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2599

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原字小島１１９
－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2600

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原字小島１１１
－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2601

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原字小島１２０
－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月29日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2602

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の３）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ５０－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2603

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の４）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ３４－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2604

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の４）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ３２－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2605

北部幹線水路（板名２工区西分そ
の４）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町西分字カヤ
ノ３２－４）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2606

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の５）付帯工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市五条字田中８０２
外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2607

北部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市五条字市ノ本７１
０－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2608

北部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う土地取得代金
（徳島県阿波市五条字市ノ本７２
１－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年9月30日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2609

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１２）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市西条字地免１０７
－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月5日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2610
徳島養鶏センター（株）
（徳島市中吉野町三丁目65-1）

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開１３）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日 5,635,190

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2611

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事（その２）に伴う
補償代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
筋４０外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2612

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚中１
７３－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2613

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚東３
２－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2614

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開３６－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2615

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開８－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2616

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2617

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開１－２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2618

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開１－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2619

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開１－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2620

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開９）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2621

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開１９－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2622

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事（その２）に伴う
区分地上権設定代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
西１４４－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2623

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う区分地上
権設定代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開３６－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2624

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う区分地上
権設定代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2625

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う区分地上
権設定代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開１－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2626

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う区分地上権設
定代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚字東
３２－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2627

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う区分地上権設
定代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚字東
６１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2628

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う区分地上権設
定代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚字東
３５－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2629

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事（その２）に伴う
土地取得代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
筋３５－１外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2630

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事（その２）に伴う
土地取得代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
筋４０外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2631

南部幹線水路（日出家工区その
１・その２）工事に伴う土地取得
代金
（徳島県板野郡板野町中久保字新
開１－３）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月28日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2632

北部幹線水路（３工区その７）工
事に伴う補償代金
（徳島県徳島市応神町西貞方字前
須３８外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年10月31日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2633

南部幹線水路（板名１工区吉野そ
の１１及びその１２）工事に伴う
補償代金
（徳島県阿波市西条字町口９－１
０）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2634

東部幹線水路（今切川サイホン）
工事に伴う区分地上権設定代金
（徳島県板野郡北島町高房字百堤
外３８－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2635

東部幹線水路（今切川サイホン）
工事に伴う区分地上権設定代金
（徳島県徳島市応神町中原字キタ
３１－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2636
板名用水土地改良区
（徳島県板野郡上板町高瀬405-
5）

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の１１）工事（その１）に伴う土
地取得代金
（徳島県阿波市西条字宮ノ前３４
－２外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月14日 2,197,300

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2637

南部幹線水路（日出家工区その
１）工事に伴う補償代金
（徳島県板野郡板野町中久保字東
開３６－３外）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月14日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2638

東部幹線水路（今切川サイホン）
工事に伴う区分地上権設定代金
（徳島県板野郡北島町高房字百広
花４－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年11月21日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2639
板名用水土地改良区
（徳島県板野郡上板町高瀬405-
5）

南部幹線水路（板名２工区佐藤塚
その１）工事に伴う区分地上権設
定代金
（徳島県板野郡上板町高瀬４０５
－５）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成17年12月1日 6,981,930

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2640
板名用水土地改良区
（徳島県板野郡上板町高瀬405-
5）

北部幹線水路（板名１工区その９
～１２）工事に伴う土地取得代金
（徳島県阿波市西条字中西１０８
－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年2月7日 2,227,772

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2641

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の７）原形復旧工事等に伴う補償
代金
（徳島県阿波市五条８００）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年2月8日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2642

北部幹線水路（板名２工区上板そ
の１９・２０）工事に伴う補償代
金
（徳島県板野郡上板町西分字西築
田１１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年2月10日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2643

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の５～７・１０）工事に伴う補償
代金
（徳島県阿波市西条字橘池６３－
１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年2月22日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2644

宮川内調整池改修工事に伴う補償
代金
（徳島県阿波市吉田字山の神３８
－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月1日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2645

南部幹線水路（板名１工区吉野そ
の１１及びその１２）工事に伴う
補償代金
（徳島県阿波市西条字町口９－１
２）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月1日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2646
阿波市長　
（阿波市東原173）

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月6日 9,106,173

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2647

北部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う土地取得代金
（徳島県阿波市五条字市ノ本７１
６－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月7日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2648

北部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う土地取得代金
（徳島県阿波市五条字市ノ本７６
６－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月7日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2649
阿波市長　
（阿波市東原173）

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月9日 21,389,365

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2650
阿波市長　
（阿波市東原173）

北部幹線水路（板名１工区その１
３）工事に伴う補償代金
（徳島県阿波市柿原地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月9日 15,403,500

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2651
阿波市長　
（阿波市東原173）

北部幹線水路（板名２工区吉野そ
の４～１０）付帯工事に伴う補償
代金
（徳島県阿波市西条字岡ノ元）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月9日 12,081,253

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2652

南部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う土地取得代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚字東
２７）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2653

南部幹線水路１号水位流量調整施
設工事に伴う土地取得代金
（徳島県板野郡上板町佐藤塚字東
２７）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月13日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2654

南部幹線水路（板名１工区その１
１及びその１２）工事に伴う補償
代金
（徳島県阿波市西条字町口７７－
７）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月14日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2655

第十幹線水路（３工区）放流工整
備その他工事に伴う補償代金
（徳島県徳島市応神町西貞方字前
須３８）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月17日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2656

第十幹線水路（３工区）放流工整
備その他工事に伴う補償代金
（徳島県徳島市応神町西貞方字前
須３５－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月17日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2657

第十幹線水路（３工区）放流工整
備その他工事に伴う補償代金
（徳島県徳島市応神町西貞方字前
須３５－４）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月17日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2658

第十幹線水路（３工区）放流工整
備その他工事に伴う補償代金
（徳島県徳島市応神町西貞方字前
須４０－１）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月17日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2659
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42）

南部幹線水路（板名２工区高志川
サイホン）工事（その２）に伴う
補償代金
（徳島県板野郡上板町下六條字中
筋地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月29日 1,246,350

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2660
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42）

南部幹線水路（板名１工区高磯・
上六條）工事（１工区）に伴う補
償代金
（徳島県板野郡上板町高磯及び上
六條地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 3,830,400

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2661
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42）

南部幹線水路（板名１工区高磯・
上六條）工事（２工区）に伴う補
償代金
（徳島県板野郡上板町高磯及び上
六條地内）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 3,272,850

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2662
徳島県上板町長
（徳島県板野郡上板町七條字経塚
42）

徳島県板野郡上板町公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 1,189,375

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2663
徳島県藍住町長
（徳島県板野郡藍住町奥野字矢上
前52-1）

徳島県板野郡藍住町公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 1,647,000

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2664
鳴門市長
（鳴門市撫養町南浜字東浜170）

徳島県鳴門市公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 1,637,120

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2665
徳島市長
（徳島市幸町2丁目5番地）

徳島県徳島市公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 1,866,000

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2666
徳島県板野町長
（徳島県板野郡板野町吹田字町南
22-2）

徳島県板野郡板野町公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 2,072,536

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2667
徳島県北島町長
（徳島県板野郡北島町中村字上地
23-1）

徳島県板野郡北島町公共補償

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所長
服部龍一
（徳島県板野郡板野町川端字庄境
２－１）

平成18年3月31日 1,281,700

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2668 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2669 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2670 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2671 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2672 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2673 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2674
山口県土地改良事業団体連合会
（山口市糸米2-13-35）

平成17年度地域整備方向検討調査
南周防地域（山口県土地改良事業
団体連合会）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年6月27日 3,750,000

本業務は、地域整備方向検討調査「南周防地域」の
地域活性化構想の策定に必要な資料収集及び検討委
員会の運営を行うものである。本業務の施行につい
ては、関係機関との連絡・調整を行え、業務に必要
不可欠な地域の営農状況や施設整備状況に関する
データを保有する唯一の団体は当該土地改良事業団
体連合会しかおらず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2675
日本工営（株）広島支店
（広島市南区西荒神町1-8 ﾃﾘﾊ広
島）

平成17年度国営造成水利施設保全
対策指導事業（横田地区）計画策
定業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年9月7日 8,505,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、日本工営㈱広島支店が選定されてお
り競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2676
（株）チェリーコンサルタント
（高松市栗林町3-7-23）

平成17年度国営造成水利施設保全
対策指導事業（勝英地区）計画策
定業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年9月7日 10,500,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、㈱ﾁｪﾘｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが選定されており競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2677
島根県土地改良事業団体連合会
（松江市黒田町432-1）

平成17年度農業水利ストック有効
活用緊急整備調査（島根県土地改
良事業団体連合会）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年12月20日 2,960,000

本業務は、国営土地改良事業並びに国営関連県営土
地改良事業により造成されたダム等の施設情報の
データベース化を構築するため、データの収集・整
理を行うものである。委託先は、施設整備状況及び
施設管理状況等に関する特有のデータを保有する唯
一の団体は当該土地改良事業団体連合会しかおら
ず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



2678
岡山県土地改良事業団体連合会
（岡山市内山下1-3-7）

平成17年度農業水利ストック有効
活用緊急整備調査（岡山県土地改
良事業団体連合会）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年12月16日 3,820,000

本業務は、国営土地改良事業並びに国営関連県営土
地改良事業により造成されたダム等の施設情報の
データベース化を構築するため、データの収集・整
理を行うものである。委託先は、施設整備状況及び
施設管理状況等に関する特有のデータを保有する唯
一の団体は当該土地改良事業団体連合会しかおら
ず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2679
広島県土地改良事業団体連合会
（広島市中区鉄砲町4-1）

平成17年度農業水利ストック有効
活用緊急整備調査（広島県土地改
良事業団体連合会）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所長
尾崎　保雄
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年12月19日 3,360,000

本業務は、国営土地改良事業並びに国営関連県営土
地改良事業により造成されたダム等の施設情報の
データベース化を構築するため、データの収集・整
理を行うものである。委託先は、施設整備状況及び
施設管理状況等に関する特有のデータを保有する唯
一の団体は当該土地改良事業団体連合会しかおら
ず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2680
丸亀市長
（丸亀市大手町2丁目3番1号）

中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所庁舎敷地　賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日 2,332,800

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2681
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所職員宿舎　建物等賃貸
借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2682
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所職員宿舎　建物等賃貸
借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2683
吉野川北岸土地改良区
（阿波市中坪38）

農業水利ストック有効活用緊急整
備調査業務（吉野川北岸土地改良
区）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年11月7日 1,400,000

本業務は、今後の施設管理事業を効率的に実施する
ためのデータベースを構築することを前提として、
基礎データを収集することを目的としており、吉野
川北岸土地改良区は対象となる土地改良施設の管理
主体であり、受益地内における業務に必要な賦課台
帳等のデータや資料を有する唯一の団体であり、競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2684
南予用水土地改良区連合
（八幡浜市布喜川丁417）

農業水利ストック有効活用緊急整
備調査業務（南予用水土地改良区
連合）委託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年11月28日 1,360,000

本業務は、今後の施設管理事業を効率的に実施する
ためのデータベースを構築することを前提として、
基礎データを収集することを目的としており、南予
用水土地改良区連合は対象となる土地改良施設の管
理主体であり、受益地内における業務に必要な賦課
台帳等有のデータや資料を有する唯一の団体であ
り、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2685
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田4-12-17）

地域整備方向検討調査讃岐平野地
域事業構想基礎調査業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年11月1日 12,915,000
本業務は、プロポーザル方式による技術提案書の審
査結果を基に随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2686

（株）日本水工コンサルタント京
都事務所
（京都市下京区高辻通麩屋町西入
雁金町171）

国営造成水利施設保全対策指導事
業（香川用水地区）計画策定（そ
の２）業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所長
小林　隆信
（広島市安佐北区可部2-6-15）

平成17年10月7日 25,305,000
本業務は、プロポーザル方式による技術提案書の審
査結果を基に随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2687

ＮＥＣシステムテクノロジー
（株）
（大阪市中央区城見一丁目4番24
号）

農業農村整備情報ネットワーク機
器（サーバ）等賃貸借

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年4月1日 4,379,160

この契約は、事業（務）所総合支援システムを運用
するパソコン及びネットワーク設備の賃貸借・保守
を行うものである。現在、このパソコン及びネット
ワーク設備は、ＮＥＣシステムテクノロジー(株)よ
り導入されている。本年度は性能的にも現行の機器
で十分対応でき、機種変更の必要がなく本年度現行
機器を採用すれば設置費・セットアップ費用が不要
である。又、他社との保守契約は的確に行われな
かったり、拒否されることも考えられる。
ＮＥＣシステムテクノロジー(株)は、導入時に迅速
なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備さ
れていることを確認してあり、サポートの確約を
行っている。
このことから、ＮＥＣシステムテクノロジー(株)と
契約を結ぶこととする。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2688
富士通（株）岡山支店
（岡山市磨屋町10番12号（交通ｵｱ
ｼｽﾋﾞﾙ））

農業農村整備情報ネットワーク機
器賃貸借（その１）

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年4月1日 7,319,130

この契約は、事業（務）所総合支援システムを運用
するパソコン及びネットワーク設備の賃貸借・保守
を行うものである。現在、このパソコン及びネット
ワーク設備は、富士通（株）より導入されている。
本年度は性能的にも現行の機器で十分対応でき、機
種変更の必要がなく本年度現行機器を採用すれば設
置費・セットアップ費用が不要である。又、他社と
の保守契約は的確に行われなかったり、拒否される
ことも考えられる。
富士通(株)は、導入時に迅速なアフターサービス・
メンテナンスの体制が整備されていることを確認し
てあり、サポートの確約を行っている。
このことから、富士通(株)と契約を結ぶこととす
る。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2689
富士通（株）岡山支店
（岡山市磨屋町10番12号（交通ｵｱ
ｼｽﾋﾞﾙ））

農業農村整備情報ネットワーク機
器賃貸借（その２）

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年4月1日 17,488,800

この契約は、事業（務）所総合支援システムを運用
するパソコン及びネットワーク設備の賃貸借・保守
を行うものである。現在、このパソコン及びネット
ワーク設備は、富士通（株）より導入されている。
本年度は性能的にも現行の機器で十分対応でき、機
種変更の必要がなく本年度現行機器を採用すれば設
置費・セットアップ費用が不要である。又、他社と
の保守契約は的確に行われなかったり、拒否される
ことも考えられる。
富士通(株)は、導入時に迅速なアフターサービス・
メンテナンスの体制が整備されていることを確認し
てあり、サポートの確約を行っている。
このことから、富士通(株)と契約を結ぶこととす
る。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2690

ＮＥＣシステムテクノロジー
（株）
（大阪市中央区城見一丁目4番24
号）

農業農村整備情報ネットワーク機
器賃貸借（その３）

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井1-4-1）

平成17年4月1日 16,196,040

この契約は、事業（務）所総合支援システムを運用
するパソコン及びネットワーク設備の賃貸借・保守
を行うものである。現在、このパソコン及びネット
ワーク設備は、ＮＥＣシステムテクノロジー（株）
より導入されている。本年度は性能的にも現行の機
器で十分対応でき、機種変更の必要がなく本年度現
行機器を採用すれば設置費・セットアップ費用が不
要である。又、他社との保守契約は的確に行われな
かったり、拒否されることも考えられる。
ＮＥＣシステムテクノロジー（株）は、導入時に迅
速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを確認してあり、サポートの確約を
行っている。
このことから、ＮＥＣシステムテクノロジー（株）
と契約を結ぶこととする。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



2691
日本電気（株）岡山支店
（岡山市磨屋町1番6号）

電子入札用端末機器賃貸借

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日 1,184,400

この契約は、事業（務）所電子入札システムを運用
するパソコンの賃貸借・保守を行うものである。現
在、このパソコンは、日本電気（株）より導入され
ている。本年度は性能的にも現行の機器で十分対応
でき、機種変更の必要がなく本年度現行機器を採用
すれば設置費・セットアップ費用が不要である。
又、他社との保守契約は的確に行われなかったり、
拒否されることも考えられる。
日本電気(株)は、導入時に迅速なアフターサービ
ス・メンテナンスの体制が整備されていることを確
認してあり、サポートの確約を行っている。
このことから、日本電気(株)岡山支店と契約を結ぶ
こととする。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2692
富士通（株）岡山支店
（岡山市磨屋町10番12号（交通ｵｱ
ｼｽﾋﾞﾙ））

現場業務支援システムサーバー賃
貸借

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日 2,172,852

この契約は、現場業務支援システムを運用するパソ
コン及びネットワーク設備の賃貸借・保守を行うも
のである。現在、このパソコン及びネットワーク設
備は、富士通（株）より導入されている。本年度は
性能的にも現行の機器で十分対応でき、機種変更の
必要がなく本年度現行機器を採用すれば設置費・
セットアップ費用が不要である。又、他社との保守
契約は的確に行われなかったり、拒否されることも
考えられる。
富士通(株)は、導入時に迅速なアフターサービス・
メンテナンスの体制が整備されていることを確認し
てあり、サポートの確約を行っている。
このことから、富士通(株)と契約を結ぶこととす
る。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2693
富士通（株）岡山支店
（岡山市磨屋町10番12号（交通ｵｱ
ｼｽﾋﾞﾙ））

メールサーバー等保守業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日 1,751,400

この業務は，事業総合支援システムを運用する，
サーバー用パソコンの保守を行うものである。現
在，このサーバー用パソコンは，富士通（株）より
導入されている。このことから他社との保守契約
は，的確に行われなかったり，拒否されることも考
えられる。
富士通（株）は，機器の購入契約の相手であるとと
もにネットワーク設備の設定も行っている。また，
迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整
備されていることを確認してあり，サポートの確約
を行っている。
このことから，富士通（株）岡山支店と契約を結ぶ
こととする。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2694
太平ビルサービス（株）岡山支店
（岡山市蕃山町9番19号）

中国四国農政局土地改良技術事務
所清掃業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日 1,060,500

当事務所が入居している庁舎は合同庁舎であること
から、各官署専用部分の管理についても、合同庁舎
全体の管理を考慮する必要がある。
特に、同一フロア内で、共用部分（廊下、ロビー
等）と専用部分（事務室、会議室等）とに複数の清
掃業者が入った場合、執務に与える影響、及び警備
上の問題が少なからずあることから、合同庁舎管理
官署である、岡山財務事務所と清掃業務の契約をし
ている太平ビルサービス（株）岡山支店と契約を行
うものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2695
中国四国農政局土地改良技術事務
所合宿舎家政業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日

本業務は、研修期間中の研修生の炊飯給食作業、浴
場管理、宿泊利用料金徴収等の宿泊業務のほか、火
災・盗難予防、施設・備品等の保守管理を行うもの
である。
保健、衛生に努めることはもとより、風紀の維持、
利用者の秘密の保持に努めなければならず、加え
て、常に誠実、明朗、親切をもって、利用者に不快
の念を与えない者でなくてはならない。
契約の相手方は、昨年度以前から契約をしている者
であり、業務内容等十分把握していることに加え、
宿泊利用者からも信頼を寄せられていることから、
本年度も契約を行うものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



2696
（株）ＲＣＣ文化センター
（広島市中区橋本町5-11）

平成１７年度農地・農業用水等の
資源保全に関する広報企画運営業
務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年9月9日 5,914,650

　本業務は,農村地域に存在する農地・農業用水等
の資源の持つ様々な役割についての認識を広く促す
ことによって、資源を保全・継承することの必要
性・重要性についての気運を醸成することを目的と
して、農業者だけでなく、都市住民を含めた国民一
般を対象に、「農地・農業用水等の資源及びその保
全の必要性」をテーマとした有識者による講演、地
域での活動状況報告及びパネルディスカッション等
を行うものである。
　特に、今回のフォーラムは、中国四国唯一の政令
指定都市がある広島県で開催される「ひろしまフー
ドフェスティバル」の関連イベントとして開催し、
県内外在住の都市住民や農業関係者などに広島の食
文化に触れ、地産地消について考え頂くとともに、
食料生産の基礎となる農地・農業用水等資源の保全
の必要性・重要性について、広島県の特徴である
「ため池」、「中山間地域」、「集落営農」と併せ
理解を深めていくことを狙いとするものである。
　（株）ＲＣＣ文化センターは、「ひろしまフード
フェスティバル」企画・運営にも関わっており、か
つ、広島県内での高い取材能力・地域の様々なオピ
ニオンリーダーとのネットワーク・フォーラム開催
の実績に裏打ちされた企画運営能力・地域への情報
発信力を有しており、本業務の企画・運営・広報な
どの一体的な取組みが必要である性格を踏まえて、
随意契約するものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2697
（株）ヤマイチテクノ
（大阪市西区靭本町2丁目4番8
号）

電子納品保管管理システム保守等
業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成18年1月31日 1,071,000

本件は、「電子納品保管管理システム」（以下「ソ
フト」という）の保守作業に関わる契約のことであ
る。
このソフトは、農林水産省の電子納品要領（案）の
改訂に伴うソフトの改修、ＣＡＤのファイル形式の
変更及び市販アプリケーションのバージョンアップ
に対するアップデート等を行うための保守作業が必
要となる。
上記の保守作業を行うに当たっては、システムを開
発を行った（株）ヤマイチテクノのみがその内容に
精通し、かつ迅速に対応処理することができる。
以上の理由により、（株）ヤマイチテクノと随意契
約するものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2698
岡山リコー（株）
（岡山市新保666-4）

電子複写機（カラー複合機）保守
及び消耗品供給

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局土地改良技術事務
所長
岡田　泰定
（岡山市桑田町1-36）

平成17年4月1日 2,251,921

当該機器に係る保守については、製造メーカーであ
る岡山リコー（株）のみ業務実施が可能であるた
め、同社と随意契約するものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2699
山口県土地改良事業団体連合会
（山口市糸米二丁目13番35号）

豊北農地整備事業
現場技術委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 13,545,000

本業務は、設計、工事施工、換地等の各段階におけ
る地元調整、関係機関との諸協議等、職員の補助的
業務を行うものであり、山口県内における数多くの
ほ場整備事業の工事設計、換地業務等の実績を有し
ており、公平な立場で地元調整等を行える山口県土
地改良事業団体連合会と委託契約を行うことにより
円滑な事業推進を図ることができ、競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2700
下関市豊北町土地改良区
（下関市豊北町大字滝部3140-1）

豊北農地整備事業
岡林団地外地下水調査等委託業務　
１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月28日 1,235,600

本業務は工事実施に起因する井戸水等の地下水の状
況を的確に調査するものであり、個人所有の井戸等
について毎日調査を実施する必要があることから、
ほ場付近に存在する井戸の場所を把握しており、井
戸や水位に関するデータを保有し、かつ地域関係者
と面識があり調査に了解を得られる唯一の団体であ
ることから、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2701
下関市長
（下関市南部町1-1）

庁舎土地賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 1,976,262

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2702
下関市長
（下関市南部町1-1）

庁舎建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 4,999,236

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2703
下関市長
（下関市南部町1-1）

職員宿舎建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 6,396,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2704
（株）鴨川グランドホテル　ホテ
ル西長門リゾ-ト
（下関市豊北町大字神田2045）

職員宿舎建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 1,368,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2705
（株）安成工務店
（下関市綾羅木新町3-7-1）

職員宿舎建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年4月1日 1,386,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2706
豊北農地整備事業
郷原団地区画整理工事に伴う補償
契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年5月11日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2707
豊北農地整備事業
寺畑団地区画整理工事に伴う補償
契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年6月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2708
蓋の井テレビ共同受信施設組合
（下関市豊北町大字粟野2066）

豊北農地整備事業
蓋の井団地区画整理工事に伴う補
償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年6月10日 1,480,500

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2709
豊北農地整備事業
直子団地外整備工事に伴う補償契
約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年6月23日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2710
豊北農地整備事業
神田口団地区画整理工事に伴う補
償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年7月5日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2711
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
寺畑団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年7月20日 2,607,736

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2712
下関市豊北町土地改良区
（下関市豊北町大字滝部3140-1）

豊北農地整備事業
豊北地区権利関係者名簿作成その
他委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年7月22日 3,300,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2713
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
田代団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年8月2日 1,848,283

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2714
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

豊北農地整備事業
記録映像製作業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年8月2日 2,310,000

本業務は、当事業の現況や受益地域の営農の現状及
び事業経過並びに工事施工状況、地元の受け入れ体
制から営農への取り組みなどを記録し、当該事業に
対する一般及び農業関係者の意識を高めるために記
録映像を製作するものである。山陽映画(株)は平成
13年度に実施した本業務のプロポーザル方式による
提案に対して建設コンサルタント選定委員会により
特定されたものであり、当初よりこの業務に携わり
事業内容等を十分に熟知しており、競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2715
山口県土地改良事業団体連合会
（山口市糸米2-13-35）

豊北農地整備事業
地域づくり推進組織化等検討委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年8月16日 2,415,000

本業務は、国営農地再編整備事業豊北地区において
完成した区画整理地域を含む地域全体で環境に配慮
した施設管理を進めるとともに、地域住人がどのよ
うにして地域環境の保全に参画するか検討とりまと
めを行うものである。山口県土地改良事業団体連合
会は、山口県における県営・団体営のほ場整備事業
の工事設計や換地業務を数多く実施しており、かつ
豊北農地整備事業の地区調査段階から本地区の区画
割設計や換地業務を継続して実施しており、事業実
施地域の個々の権利関係データや営農・経営状況
データを保有している唯一の団体であることから、
他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2716
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
蓋の井団地区画整理工事に伴う電
線路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年9月1日 4,123,881

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2717
山口県土地改良事業団体連合会
（山口市糸米二丁目13番35号）

豊北農地整備事業
現場技術委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年10月4日 13,083,000

本業務は、設計、工事施工、換地等の各段階におけ
る地元調整、関係機関との諸協議等、職員の補助的
業務を行うものであり、山口県内における数多くの
ほ場整備事業の工事設計、換地業務等の実績を有し
ており、公平な立場で地元調整等を行える山口県土
地改良事業団体連合会と委託契約を行うことにより
円滑な事業推進を図ることができるため、競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2718
波原テレビ共同受信施設組合
（下関市豊北町大字神田上2768）

豊北農地整備事業
波原団地区画整理工事に伴う補償
契約　一式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年11月14日 1,911,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2719
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
田代団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　一式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年11月15日 2,116,885

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2720
豊北農地整備事業
向坊団地区画整理工事に伴う補償
契約　一式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年11月24日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2721
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
田代団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　一式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年11月29日 1,627,007

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2722
豊北農地整備事業
上野団地区画整理工事に伴う補償
契約　一式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成17年12月26日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2723
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
波原団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年1月10日 2,124,499

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2724
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
寺畑団地区画整理工事に伴う電線
路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年1月10日 1,132,277

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2725
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
川中曽団地区画整理工事に伴う電
線路移転工事補償契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年1月12日 1,193,255

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2726
豊北農地整備事業
波原団地区画整理工事に伴う補償
契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年1月18日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2727
豊北農地整備事業
波原団地区画整理工事に伴う補償
契約　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年2月22日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2728
中国電力（株）萩営業所
（萩市大字椿字沖田2106）

豊北農地整備事業
角島団地農地造成工事（岡ノ台）
に伴う電線路移転工事補償契約　
１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年3月7日 3,702,924

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2729
土井ヶ浜テレビ共同受信施設組合
（下関市豊北町大字神田上849）

豊北農地整備事業
岡林団地区画整理工事に伴う補償
契約１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局豊北農地整備事業
所長
根馬　清志
（山口県下関市豊北町大字滝部
1070-1）

平成18年3月7日 1,197,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2730
（財）中国電気保安協会
（広島市中区小町4-33）

自家用電気工作物保安管理業務
島根県松江市八束町字江島地先
自家用電気工作物に関する保安の
監督
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,077,300

中浦水門等の受電設備、非常用予備発電装置の維持
管理を行うものであるが、24時間体制で配電してい
る等特殊な施設であることから、電気工作物の管理
経験が豊富であるとともに、水門施設を熟知してい
なければならないため、当該法人以外に施行させる
事が不利となるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2731
米川土地改良区
（米子市糀町1-160）

弓浜・彦名工区土地改良施設管理
業務委託
鳥取県米子市及び境港市地内
弓浜工区排水機場、幹線用水路、
揚排水機場、彦名工区排水機場、
幹線用水路、暫定水源施設の管理
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 9,312,250

本委託業務は、中海干拓建設事業による造成施設の
管理を、土地改良法第８７条の２の規定に基づき定
められた管理者に委託するものであり、契約の相手
方が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2732
揖屋干拓地土地改良区
（島根県八束郡東出雲町錦浜474-
1）

揖屋工区土地改良施設管理業務委
託
島根県八束郡東出雲町地内
揖屋工区幹線用水路の管理
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,580,541

本委託業務は、中海干拓建設事業による造成施設の
管理を、土地改良法第８７条の２の規定に基づき定
められた管理者に委託するものであり、契約の相手
方が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2733
安来市土地改良区
（安来市安来町878-2）

安来工区土地改良施設管理業務委
託
島根県安来市地内
安来工区幹線用水路及び排水機場
の管理
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 6,919,641

本委託業務は、中海干拓建設事業による造成施設の
管理を、土地改良法第８７条の２の規定に基づき定
められた管理者に委託するものであり、契約の相手
方が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2734
社会保険労務士松村事務所
（松江市内中原町15-22）

中浦閘門操作従事者再就職支援業
務委託
中浦閘門操作従事者の居住地及び
その周辺
中浦閘門操作従事者の再就職の支
援及び相談業務
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,713,600

この業務は、中浦閘門操作業務に従事する従業員に
対して再就職支援を行うものであるが、再就職に関
する情報提供のみならず、保険、年金等に関する相
談等も必要な事から、専門的な知識・資格を有する
社会保険労務士による対応が必要とされる事から、
競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2735
（株）トヨタレンタリース鳥取
（鳥取市安長850-1）

貨客兼用自動車賃貸借
中国四国農政局中海干拓建設事業
所
貨客兼用自動車の賃貸借
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 923,580
継続契約することにより、適正な価格での契約が見
込まれるため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

2736
国土環境（株）大阪支店
（大阪市西区江戸堀3-2-23）

水理水質予測検討業務
島根県松江市八束町及び美保関町
地先
流況解析　１式
H17.4.19～H17.7.12

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月18日 2,572,500

この業務は、流況・水質のシミュレーションを実施
し、予測結果から中海・宍道湖に及ぼす影響を検討
するものであるが、今までに構築された予測モデル
は本地区特有のものであり、これを継続的に使用す
るためには基本システムの著作権を有する当該業者
以外の者に施行させることが不可能であるため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2737
（社）日本海海難防止協会
（新潟市竜が島1-9-2）

中浦水門航行船舶安全対策検討業
務委託
鳥取県境港市渡町及び島根県松江
市八束町字江島地先
１．調査検討概要の整理
２．中浦水門撤去工事計画概要の
整理
３．平成１７年度の工事に関する
検証事項
４．平成１８年度以降の工事に関
する検討事項
５．今後の検討課題
H17.4.20～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月20日 29,510,250

この業務は、中浦水門施設の撤去工事に伴い、工事
期間中に現場付近を航行する船舶の安全確保に必要
な対策等について、専門的見地から調査検討を実施
するものであり、当該水域における現場条件及び船
舶の航行に関して豊富な知識が必要とされる。当該
法人は、全国の沿岸を網羅した各海難防止協会のう
ち当該水域を対象とし、海難防止に関する調査研究
等を事業目的としている法人である。当該法人は海
上工事おける調査検討並びに隣接水域の他工事での
調査検討の実績があり、周辺水域で唯一のものであ
るため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2738
島根県土地改良事業団体連合会
（松江市黒田町432-1）

現場技術業務委託
中国四国農政局中海干拓建設事業
所
１．工事契約の変更及び地元関係
者との協議に関する資料作成業務
２．積算に必要な現場条件等の調
査に関する業務
３．経験に基づく技術的な判断又
は助言を要する業務
等
H17.5.9～H17.10.10

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年5月9日 6,184,500

農業水利施設の補償工事による施設の設置等に際し
て水、土地の権利関係の調整が必要となるが、当該
団体はこの調整の経験、ノウハウが豊富にある。ま
た水利施設の維持保全、管理の効率化等に関する管
理技術について、指導・援助等を実施する能力を有
していることから、当該団体に随意契約するもので
ある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2739
（株）ＮＰＪ
（倉敷市玉島爪崎480-8）

安来工区アオコ対策試験業務
島根県安来市穂日島町地内
湧昇循環流装置によるアオコ対策
の効果を検証する為の調査
H17.5.24～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年5月23日 5,040,000

湧昇循環流装置によりアオコ対策の効果検証とデー
タ収集を行うが、当該装置は特許製品であり、中国
四国地方においての取扱業者はNPJ（株）しかない
ため、競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2740
（株）ＮＰＪ
（倉敷市玉島爪崎480-8）

弓浜工区アオコ対策試験業務
鳥取県境港市中海干拓地地内
湧昇循環流装置によるアオコ対策
の効果を検証する為の調査
H17.5.31～H18.3.26

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年5月30日 9,660,000

湧昇循環流装置によりアオコ対策の効果検証とデー
タ収集を行うが、当該装置は特許製品であり、中国
四国地方においての取扱業者はNPJ（株）しかない
ため、競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



2741
境港市中海干拓地営農組合
（境港市渡町1897-1）

弓浜工区営農実態等調査業務委託
鳥取県境港市中海干拓地地内
営農実態把握調査及び取りまとめ
H17.6.3～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年6月3日 2,027,150

この業務は、弓浜干拓地の営農実態調査を行うもの
であるが、本調査目的を達成するために不可欠な営
農に関する特定の情報は営農者個人からの情報とな
り、情報提供を受けることができるのは営農組合に
しかできないことから随意契約をするものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2742
日立プラントテクノ（株）中国四
国支店
（岡山市幸町8-29）

弓浜地区散水制御盤修理工事
鳥取県境港市中海干拓地地内
制御盤部品交換修理
H17.9.23～H17.10.2

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年9月22日 3,885,000

この工事は、落雷により損傷を受けた散水制御盤の
修理を行うものであるが、制御盤に組込まれている
電気回路及び各部品は日立プラントテクノ㈱の独自
の技術開発により製作据付されていることから、他
社による部品製作等が不可能であるので、競争を許
さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2743
島根県土地改良事業団体連合会
（松江市黒田町432-1）

現場技術業務その２委託
中国四国農政局中海干拓建設事業
所
１．工事契約の変更及び地元関係
者との協議に関する資料作成業務
２．積算に必要な現場条件等の調
査に関する業務
３．経験に基づく技術的な判断又
は助言を要する業務
等
H17.10.27～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年10月27日 6,184,500

農業水利施設の補償工事による施設の設置等に際し
て水、土地の権利関係の調整が必要となるが、当該
団体はこの調整の経験、ノウハウが豊富にある。ま
た水利施設の維持保全、管理の効率化等に関する管
理技術について、指導・援助等を実施する能力を有
していることから、当該団体に随意契約することと
する。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2744
（有）日本シジミ研究所
（松江市浜乃木59-53）

西部承水路堤環境調査業務
島根県松江市大海崎町、本庄町、
八束町及び美保関町
計画準備、生態系調査、調査結果
取りまとめ
H17.11.5～H18.3.24

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年11月4日 13,125,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果（有）日本シジミ研究所が選定されて
おり競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2745
揖屋干拓地土地改良区
（島根県八束郡東出雲町錦浜474-
1）

揖屋工区営農実態等調査業務委託
島根県松江市意宇町及び八束郡東
出雲町大字錦浜地内
１．営農実態把握調査及び取りま
とめ
２．用水関係施設補修実績調査及
び取りまとめ
H17.12.6～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年12月6日 3,041,150

本業務は、平成元年の干陸後、16年以上経過し、干
拓地内において事業計画上の営農とは一部異なる営
農が定着しており、現状における営農実態に暫定整
備された施設が適正に機能発揮するか否かを検討す
るための基礎資料として、干拓地内の現状における
営農実態調査を行うものである。また、営農と一体
的な用水関係施設については、今後新たな施設管理
協議会を立ち上げることとなり、営農と密接に関連
する施設管理の方法等を検討するための基礎資料と
するために、干拓地区内の用水関係施設の補修実績
調査を併せて行うものであり、用水関係施設の維持
管理情報等の固有のデータを保有するとともに個々
の農家から特定情報を聞き取ることを許される整理
できるのは唯一当該土地改良区しかないため揖屋干
拓地土地改良区と随意契約をするものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2746
境港市長
（境港市上道町3000番地）

境港市土地区分調査業務委託
鳥取県境港市地内
１．農地作付状況調査　200ha
２．用排水系統調査　60ha
３．図面作成
４．報告書作成
H18.2.9～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成18年2月9日 2,401,839

本業務は、境港市弓浜干拓地周辺における農地の作
付状況及び土器川周辺の用排水系統を把握し、今後
の中海干拓事業実施の基礎資料とするものである。
中海干拓事業実施のうえで、弓浜工区における建設
発生土受入地の候補地を選定する必要があるため、
弓浜干拓地周辺における遊休農地等の調査を行なわ
ければならない。併せて、米川用水路から調整池ま
で導水する土器川周辺における用排水系統を把握し
なければならない。
本業務の実施にあたっては、土地改良区の管轄以外
の地域の調査であるため土地改良区では実施でき
ず、遊休した土地情報を有するのは当該市だけであ
るため境港市を委託先として事業を実施する取り決
めを行ない随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2747
米子市長
（米子市加茂町1-1）

米子市土地区分調査業務委託
鳥取県米子市地内
１．農地作付状況調査　350ha
２．用排水系統調査　100ha
３．図面作成
４．報告書作成
H18.2.9～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成18年2月9日 3,983,441

本業務は、米子市彦名干拓地周辺における農地の作
付状況及び砥屋川周辺の用排水系統を把握し、今後
の中海干拓事業実施の基礎資料とするものである。
中海干拓事業実施のうえで、彦名工区における建設
発生土受入地の候補地を選定する必要があるため、
彦名干拓地周辺における遊休農地等の調査を行なわ
ければならない。併せて、米川用水路から調整池ま
で導水する砥屋川周辺における用排水系統を把握し
なければならない。
本業務の実施にあたっては、土地改良区の管轄以外
の地域の調査であるため土地改良区では実施でき
ず、遊休した土地情報を有するのは当該市だけであ
るため米子市を委託先として事業を実施する取り決
めを行ない随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2748
米川土地改良区
（米子市糀町1-160）

弓浜地区施設調査業務委託
鳥取県米子市及び境港市地内
１．鳥類の飛来状況確認
２．電磁弁の状況確認
H18.3.1～H18.3.30

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成18年3月1日 2,047,500

　本業務は、弓浜・彦名工区において暫定水源とし
て使用している地区内ため池等の用水施設におい
て、鳥類による被害と、電磁弁等の老朽化などによ
る補修が頻繁に発生している状況を調査・把握する
ことにより、今後の用水対策の検討に資することを
目的としている。
　本業務の目的を達成するために不可欠なため池及
び電磁弁の特定の情報について、当該情報を提供す
ることが可能な者は唯一施設管理者である当該土地
改良区しかいないため業務を委託するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2749
島田ため池建設工事に伴う土地売
買代金
土地買収　1,086m2

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2750
島田ため池建設工事に伴う土地売
買代金
土地買収　1,448m2

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2751
島田ため池建設工事に伴う土地売
買代金
土地買収　3,172m2

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月27日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2752
島田ため池建設工事に伴う損失補
償代金
立木伐採　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年5月31日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2753

島田ため池建設工事に伴う損失補
償代金
収穫樹伐採　１式
形質変更補償　１式
工作物移転料　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年8月9日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2754
下大沢地区土地改良事業共同施行
（境港市渡町1897番地）

弓浜工区地区内調整池表土掘削工
事に係わる補償金
換地に係わる経費　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中海干拓建設事業
所長
山口　康晴
（松江市八束町江島1054-5）

平成18年3月31日 2,964,496

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2755
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2756
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2757
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2758
ホウムコンサルタント（有）
（境港市渡町1442-1）

建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,500,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2759
（有）ケンズホーム
（境港市元町25）

建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,290,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2760
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2761
（有）アメニティ
（松江市東津田町480）

建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 1,011,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2762
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2763
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2764
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2765
今井産業（株）
（江津市桜江町川戸472-1）

建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日 2,520,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2766
建物賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局中海干拓建設事業
所次長
多久和　政男
（松江市八束町江島1054-5）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2767
鳥取県土地改良事業団体連合会
（鳥取市千代水4-37）

現場技術委託業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月6日 25,389,000

鳥取県土地改良事業団体連合会は、圃場整備におけ
る測量設計及び換地業務で、経験とノウハウの蓄積
がある。また、基幹水利施設の維持保全、管理の効
率化等に関する管理技術について、指導・援助等を
実施する能力を有しており、現に市町村等に職員を
派遣し工事の管理業務を担っている。また当団体は
本地域にも精通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2768
東伯町農業協同組合
（鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万
558-1）

防除施設モデル園管理委託業務1
式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年6月9日 1,490,000

本業務は、防除施設モデル園における多目的スプリ
ンクラーの実用化技術の確立及び作物の実証展示を
通して東伯農業水利事業地区の梨園における畑地か
んがい営農の定着促進を図るため、モデル園の管理
及び調査等を委託するもので、その委託に当たって
は、受益地内特有の梨の栽培技術を有している唯一
の団体は東伯町農業協同組合しかいないため、他に
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2769
鳥取県土地改良事業団体連合会
（鳥取市千代水4-37）

施設管理システム化委託業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年7月14日 12,652,500

本業務は、事業完了後の施設の適正管理及び省ス
ペース化を図るため、施設管理情報（施設管理図
書、協議図書等）を地理情報システム（ＧＩＳ）に
より整備し、これら情報を関係地方公共団体が共有
できるインターネット型ＧＩＳとしてシステムを構
築するもので、管理に必要とする引継図書を電子化
するものである。このため、本業務の実施にあたっ
ては、鳥取県の農業農村整備について特に深い知識
を有し、かつ地理情報システムに関する知識と経験
を有していることが必要となるため、鳥取県の農業
農村整備を熟知し、施設管理におけるインターネッ
ト型ＧＩＳを開発し、運用実績を有している「鳥取
県土地改良事業団体連合会」に委託するもので、他
に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2770
国立大学法人鳥取大学
（鳥取市湖山町南4-101）

水質調査委託業務1式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局東伯農業水利事業
所次長
鈴木　榮二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年7月28日 3,055,500

この業務は、当事業の基幹施設である3ダム2頭首工
完成前後の水質変化等の把握に必要な水質分析・水
収支解析や富栄養化と水質障害対策の検討を行うも
ので、性質上高度な専門的技術と知識を必要とし、
地域特有の水質に関するデータを保有する唯一の団
体は国立大学法人鳥取大学しかいないため、他に競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2771
鳥取県知事
（鳥取市東町1-220）

畑地水利用技術向上調査委託業務

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局東伯農業水利事業
所次長
鈴木　榮二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年8月4日 3,500,000

本業務は、東伯農業水利事業地区における畑地の合
理的かつ多目的な水利用を図るため、国営施設等の
水管理上影響を及ぼすと思われる果樹・野菜・花き
の多目的水利用について調査を委託するもので、そ
の委託にあたっては、梨・野菜等の栽培に関して技
術経験が豊富であり、また、本地区内の畑地かんが
い計画に精通している鳥取県（園芸試験場・東伯農
業改良普及所）を委託先として事業を実施する取り
決めを行ない随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2772
馬野建設（株）
（鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-
1）

小田股ダム管理用道路災害復旧工
事

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大庭　宗一
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年9月7日 3,360,000

本工事の内容は、小田股ダム管理用道路の復旧を行
うものである。当該管理用道路は、台風１４号の豪
雨により土石流が発生し、管理用道路が被災したた
め、土砂及び流木の撤去、ガードレール等の復旧を
急遽行うものである。管理用道路は、一般通行及び
ダム工事用道路として使用しており、復旧は緊急性
を要するため、事業所との契約実績もあり、現場付
近で工事を施工中で、復旧作業に迅速に対処が可能
であった馬野建設㈱と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2773
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田4-12-17）

小田股ダム試験湛水計画策定業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大庭　宗一
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年10月17日 28,350,000

本業務は,プロポーザル方式を採用しており,技術提
案書の内容を審査した結果,最も高評価であった当
該業者を特定しており,競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2774
庁舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2775
庁舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2776
庁舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2777
庁舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2778
（株）伊藤建設
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束873）

職員宿舎建物賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日 1,224,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2779
職員宿舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2780
職員宿舎土地賃貸借料
（平成17年4月～平成18年3月分）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局東伯農業水利事業
所長
大久保　光二
（鳥取県東伯郡琴浦町逢束214-3）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2781
斐川町長
（島根県簸川郡斐川町大字荘原町
2172）

斐伊川沿岸農業水利事業所土地建
物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿岸農業水
利事業所長
木村　和正
（島根県簸川郡斐川町大字荘原町
105番地）

平成17年11月1日 4,090,000

  本契約は、新規事業に伴い当該物件を賃貸借契約
したものである。
  当事業所の事業区域は簸川郡斐川町及び出雲市
（旧平田市）を中心として四方に分散しており、受
益管内の管理体制、各関係機関等との連絡体制の必
要から、庁舎を設置するため、事前の物件調査にお
いて、庁舎として利用できる物件は当該物件しか存
在しなかったものである。
  当該物件は、当該契約者の所有の建物及び土地で
あり、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2782
高梁川用水土地改良区
（総社市門田283）

岡山南部農業水利事業　水位・水
質等調査委託業務
地下水位観測・水位測定及び水質
調査１式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日 1,438,500

高梁川用水土地改良区は、岡山南部農業水利事業の
全域を地区とする土地改良区であり、地域の地理、
水利事情といった地域に根ざした人的・情報資源を
保有している。調査にあたっては、個人所有の井戸
の調査は個人が所属する当該土地改良区でなければ
実施できず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



2783
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中1-1-1）

岡山南部農業水利事業　用排水路
水質調査委託業務
現地調査及び水質分析　　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月15日 1,060,500

用排水路等における水質の実態を把握しつつ、将来
足守川等の環境保全対策を検討するための基礎デー
タを得ることを目的としており、専門的な知識、経
験を必要とするものである。本業務は、昭和６１年
度より国立大学法人岡山大学に水質調査を委託して
おり、地域特有の水質等のデータを保有する唯一の
団体は岡山大学しかいないことから、他に競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2784
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中1-1-1）

岡山南部農業水利事業　児島湖流
域における生態系の保全と水資源
管理検討委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年8月31日 5,250,000

本業務は、児島湖流域の河川環境及び現在の用水の
利用方法を把握後、地域の水資源の利用の問題を解
明し、水資源の適正な配分方法、地域用水機能の把
握及び水環境の改善を検討することを目的としてい
る。この検討を行うにあたり社会、環境、水利用等
の様々な専門家の知識、経験を必要とするものであ
る。本業務に必要な岡山県や児島湖流域の生態系等
の特有のデータを保有する唯一の団体は岡山大学し
かいないことから、他に競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2785 庁舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2786 駐車場賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2787 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2788 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2789 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2790 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所庶務課長
葎迫　多恵子
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2791
中国電力（株）
（広島市中区小町4番33号）

岡山南部農業水利事業所平成１７
年度電気料金
(H17.4～H18.3)

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月1日 1,471,863
低圧及び従量電灯のみの契約であるため、サービス
の提供を行うことが可能な業者が一であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2792
西山コミュニティー協議会
（総社市総社1986-1）

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路改修工事に伴う水中
ポンプ用受電設備等設置費用補償
金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年4月11日 2,152,500

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2793

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（総社）改修工事
（その１）に係る事業損失補償代
金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年5月11日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2794

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（門田その２）改修
工事（その２）に伴う費用負担代
金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年9月12日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2795

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（刑部その１）及び
（刑部その２）改修工事に伴う土
地使用補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年9月22日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2796

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（刑部その１）及び
（刑部その３）改修工事に伴う物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年9月22日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2797

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（刑部その１）及び
（刑部その４）改修工事に伴う物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年9月22日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2798
岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（総社その３）改修
工事に伴う費用負担代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年11月28日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2799
岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（総社その3）改修
工事に伴う費用負担代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成17年11月28日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2800

岡山南部農業水利事業　湛井十
二ヶ郷用水路（刑部その１）及び
（刑部その２）改修工事ほか土砂
仮置場の借地期間延長

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部農業水利
事業所長
佐々木　明徳
（岡山県総社市中央１丁目５－３
５）

平成18年1月31日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2801 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2802 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2803 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2804 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2805 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2806 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2807
愛媛県知事
（松山市一番長四丁目4番地2）

不動産賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日 2,498,136

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2808 建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2809 土地賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2810
新野（有）
（松山市二番町4-3）

建物賃貸借　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年4月1日 1,656,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2811
（株）ウエスコ 四国支社
（高松市紙町494）

道前道後平野農業水利事業
志河川ダム環境調査(その6)業務　
1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年6月27日 9,345,000

この業務は、過年度に引続き事業施工内における猛
禽類の生息状況等の現地調査を行うものである。
よって、現地状況、猛禽類の個体識別等を熟知して
いる者に実施させる必要があり、競争を許さないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2812
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

道前道後平野農業水利事業
記録映画撮影業務　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年7月13日 2,940,000

この業務は、過年度に引続き事業施工内における事
業内容、工事施工状況等の撮影記録を行うものであ
る。よって、事業内容、工事内容等を熟知している
者に実施させる必要があり、競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

2813
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田4-12-17）

道前道後平野農業水利事業
現場技術（その6）業務　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成17年10月11日 9,240,000

本業務は、より現場実務に沿った業務を遂行するた
めの能力を求める必要があり、知識・能力等を有す
る技術者を特定することが可能なプロポーザル方式
を採用し、総合的に評価するため。（会計法第29条
の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2814
道前道後平野農業水利事業
中山川水管橋工事に伴う土地売買
契約　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成18年1月20日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2815
愛媛県土地改良事業団体連合会
（松山市愛光町1-24）

道前道後平野農業水利事業
志河川ダム建設発生土受入地検討
委託業務　　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成18年2月10日 1,827,000

本業務は建設発生土の搬入により形質変更等をされ
た土地について、従前の機能回復を行うための設計
を行うものであり、圃場の土地利用計画等を考慮し
たうえで実施する必要があり、類似である圃場整備
事業における技術力が必要とされ、その設計基準及
び実施方法において精通している当該相手方以外に
施行させることが不利と認められるため。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



2816

道前道後平野農業水利事業
道後南部赤坂線2号分水工他改修
工事に伴う区分地上権設定契約　
1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成18年3月22日

公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるも
のであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2817
西条市長
（西条市明屋敷164）

道前道後平野農業水利事業
平成17年度行政需要契約　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後平野農業
水利事業所長
神谷　耕雄
(愛媛県松山市三番町4丁目10番地
1)

平成18年3月22日 2,251,432

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2818
那賀川土地改良区
（阿南市長生町上荒井楠ノ前7-
1）

那賀川（一期）農地防災事業
井戸水位等測定（上大野地区）委
託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年3月14日 1,110,000

　本業務は、事業を推進する上での基礎資料とする
ため、事業区域近隣に存置する井戸水位の観測及び
水質調査を行うものである。
　業務の実施にあたっては、地域全体の井戸の水位
及び水質の過去の実態を把握しているとともに、住
家ない生活域に立ち入っての調査となることから、
地域住民との面識があり、地域の状況に精通してい
ることが要求され、対象地域に限定された特定の情
報について情報を提供することが可能な者から提供
を受ける必要がある。
　これらの業務実施に必要な地域の井戸所有者、水
位観測情報等のデータを保有する唯一の団体は那賀
川土地改良区のみであることから、この者と随意契
約するものである。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2819
那賀川土地改良区
（阿南市長生町上荒井楠ノ前7-
1）

那賀川（二期）農地防災事業
井戸水位等測定委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月25日 3,450,000

　本業務は、事業を推進する上での基礎資料とする
ため、事業区域内の井戸水位の観測等を行うもので
ある。
　業務の実施にあたっては、地域全体の井戸の水位
及び水質の過去の実態を把握しているとともに、観
測に当たっては改良区管理地や民地に立ち入るため
地域関係者と面識があり、かつ、地域状況に精通し
ていることが要求され、対象地域に限定された特定
の情報について情報を提供することが可能な者から
提供を受ける必要がある。
　これらの業務実施に必要な地域の井戸所有者、水
位観測情報等のデータを保有する唯一の団体は那賀
川土地改良区のみであることから、この者と随意契
約するものである。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2820
那賀川南岸土地改良区
（阿南市中大野町北傍示350-3）

那賀川（二期）農地防災事業
南岸地区水位等観測委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月25日 4,270,000

　本業務は、事業地域内の現況水利用状況を把握す
るため、用水路等の水位観測を行うものである。業
務の実施にあたっては、当該用水路を管理している
者であることに加え、地域関係者と面識があり、か
つ、地域状況に精通していることが要求され、対象
地域に限定された特定の情報について情報を提供す
ることが可能な者から提供を受ける必要がある。
　本業務のは、事業地域の水利用状況、水利施設状
況及び施設管理に関する賦課台帳等のデータを保有
する唯一の団体は那賀川南岸土地改良区のみである
ことから、この者と随意契約するものである。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2821
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

那賀川（二期）農地防災事業
現場技術（その２）業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年9月20日 7,875,000

この業務は、プロポーザル方式を採用し、技術提案
書の審査の結果、最も高評価であった者を選定した
ものであり、競争を許さないことから随意契約とし
た。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2822
那賀川土地改良区
（阿南市長生町上荒井楠ノ前7-
1）

那賀川（二期）農地防災事業
受益面積動向調査委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年10月14日 1,050,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2823
藤亜建設工業（株）
（岡山市藤田230-375）

那賀川（二期）農地防災事業
庁舎増築工事

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年2月1日 4,777,500

本工事は、他の事業所において不要となった建物を
当事業所に移設をするものである。解体を行う前工
事と、解体された材料を使用して建築を行う本工事
は、同一材料を使用する一体の工事であり、請負者
が異なった場合、かし担保責任の範囲が不明確にな
る等、工事の品質確保に多大の影響があることから
随意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2824
徳島県知事
（徳島市万代町1-1）

那賀川（二期）農地防災事業
営農実態調査検討委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年2月13日 3,450,000

国営事業の円滑な推進と、早期の事業効果発現に資
することを目的として、那賀川農地防災事業の受益
地区内の営農実態等を把握し、徳島県農業振興計画
を踏まえた営農の実現に対する諸課題を整理すると
ともに、関連事業も含む事業効果早期発現に向け
た、各種対応方針案を策定するものである。この業
務の実現のためには、徳島県農業振興計画や、地域
の営農状況、末端関連事業の整備状況等に精通して
いることが要求される。徳島県は農業振興計画を策
定し、その実現に向け専門家を有して指導を行って
おり、また、末端関連事業も実施して、地域の基盤
整備の状況にも詳しく、行政目的を達成するために
不可欠の特定状況を提供する者であり、徳島県を委
託先として事業を実施する取り決めを行ない随意契
約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2825
サンスイコンサルタント（株）
（京都市下京区五条通新町西入西
錺屋町23）

那賀川（二期）農地防災事業
南岸幹線水路測量設計（その１）
業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年2月28日 28,560,000

この業務は、プロポーザル方式を採用し、技術提案
書の審査の結果、最も高評価であった者を選定した
ものであり、競争を許さないことから随意契約とし
た。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2826
那賀川（一期）農地防災事業那賀
川幹線導水路トンネル取付工事、
トンネル建設工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年10月12日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2827
那賀川（一期）農地防災事業那賀
川幹線導水路トンネル取付工事、
トンネル建設工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年10月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2828
那賀川（一期）農地防災事業那賀
川幹線導水路（その１～その４）
工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年11月17日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2829
四国電力（株）徳島支店阿南営業
所
（阿南市富岡町滝ノ下2-1）

那賀川（一期）農地防災事業那賀
川幹線導水路トンネル取付工事等
に伴う支障電柱移転補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年1月11日 1,467,473

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2830
阿南市長
（阿南市富岡町トノ町12-3）

那賀川（一期）農地防災事業に伴
う行政需要増大に対する公共補償
代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年3月20日 1,617,000

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2831
那賀川（二期）農地防災事業北岸
幹線水路（その１）工事に伴う補
償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年11月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2832
那賀川（二期）農地防災事業南岸
幹線水路（その１）工事に伴う補
償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年12月9日

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2833

那賀川（二期）農地防災事業北岸
幹線水路（その１）工事及び同南
岸幹線水路（その１）工事及びそ
の他関連工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年1月10日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2834
四国電力（株）徳島支店阿南営業
所
（阿南市富岡町滝ノ下2-1）

那賀川（二期）農地防災事業南岸
幹線水路（その１）工事に伴う補
償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成18年3月1日 2,498,783

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2835

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所庁舎敷地賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2836

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所職員宿舎建物賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2837

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所職員宿舎建物賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2838

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所職員宿舎建物賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2839

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所職員宿舎建物賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2840

中国四国農政局那賀川農地防災事
業所職員宿舎建物賃貸借料
（平成１７年４月１日～平成１８
年３月３１日）

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農地防災事
業所長
宮石　幸雄
（徳島県阿南市日開野町西居内
456）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2841
庁舎敷地賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2842
香川県土地改良事業団体連合会
（高松市番町2-4-27-301）

西部支所庁舎賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 2,792,160

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2843
庁舎敷地賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2844
庁舎敷地賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2845
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

東部支所庁舎及び駐車場賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 4,268,250

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2846
丸亀市長
（丸亀市大手町2-3-1）

中部支所庁舎及び駐車場賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 3,087,600

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2847
高南開発（有）
（高松市伏石町1565）

建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 5,259,500

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2848
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2849
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2850
（有）アンビエンテ高木
（高松市上之町3-5-21）

建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 876,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2851
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2852
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2853
プランニング ソニック
（高松市太田上町491-1）

建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 1,680,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2854
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2855
増田海運（株）
（観音寺市高屋町1872-1）

建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 852,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2856
建物賃貸借
一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2857
国営香川農地防災事業　北条池改
修建設工事に伴う補償代金
土地使用補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年10月13日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2858
国営香川農地防災事業　北条池改
修建設工事に伴う補償代金
土地使用補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年10月14日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2859
国営香川農地防災事業　前池導水
路改修工事に伴う補償代金
損失補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年10月21日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2860
国営香川農地防災事業　前池導水
路改修工事に伴う補償代金
損失補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年10月21日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2861
四国電力（株）観音寺営業所
（観音寺市観音寺町甲1542-1）

国営香川農地防災事業　姥ヶ懐池
改修工事に伴う補償代金
電線路移転補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年12月26日 1,537,295

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2862
丸亀市長
（丸亀市大手町2-3-1）

国営香川農地防災事業　下土居地
区建設発生土受入地の建設発生土
受入に伴う補償代金
土地返還に伴う補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成18年3月29日 1,239,000

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2863
丸亀市長
（丸亀市大手町2-3-1）

国営香川農地防災事業　三谷東地
区建設発生土受入地の建設発生土
受入に伴う補償代金
土地返還に伴う補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成18年3月30日 1,016,400

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2864

国営香川農地防災事業　実光地区
建設発生土受入地の建設発生土受
入に伴う補償代金
土地返還に伴う補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成18年3月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2865

国営香川農地防災事業　西村地区
建設発生土受入地の建設発生土受
入に伴う補償代金
土地返還に伴う補償　一式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成18年3月30日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2866
香川県土地改良事業団体連合会
（高松市番町2-4-27-301）

香川農地防災事業　建設発生土受
入地下土居地区補足設計業務委託　
１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年6月20日 2,971,500

本業務は、ため池改修工事により発生する建設発生
土受入地整備に関する実施設計を行うものである。
本受入地は、旧町境にまたがるとともに、関係する
土地改良区が複数あり、また、水利権等の複雑な問
題が存在することから、これらを調整しつつ設計を
進めていくことが必要な業務である。
このためには、農業農村整備事業制度及び地域の実
情や水利慣行等固有の情報を有していること、ま
た、これら情報を基に関係機関と連携しながら工事
計画、設計にも助言できる能力を有していることが
必要である。
これらの業務実施の条件を満足するのは香川県土地
改良事業団体連合会に限られることから、競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



2867
（株）公共事業通信社
（東京都文京区2-5-8）

香川農地防災事業　記録映像作成
業務１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年7月21日 3,255,000

本業務は、工事経過を記録し技術資料として蓄積・
活用するとともに、事業の重要性等に関する一般の
認識を高めるためのＰＲ資料を作成するものであ
る。
これまで撮影された工事記録は同社が最終的な編集
をイメージしたシナリオに基づいて撮影されたもの
であり、シナリオは同社以外には知りえない情報で
あること、また、同社が継続して撮影することに
よって初めて目的を達成することから、競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2868
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田四丁目12番17号）

香川農地防災事業　小川下池調査
実施設計業務　１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年9月6日 29,400,000

本業務はプロポーザル方式を採用しており、技術提
案書の内容を審査した結果、もっとも高評価であっ
た当業者を特定したため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2869
（株）三祐コンサルタンツ岡山支
店
（岡山市柳町二丁目6番25号）

香川農地防災事業　勝田池測量調
査実施設計業務　１式

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年9月14日 22,890,000

本業務はプロポーザル方式を採用しており、技術提
案書の内容を審査した結果、もっとも高評価であっ
た当業者を特定したため、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2870
四国電力（株）
（高松市丸の内2-5）

電力需給
業務用電力　60kw

分任支出負担担当官
中国四国農政局香川農地防災事業
所長
木下　勝義　
（香川県高松市多肥上町１３７３
－２）

平成17年4月1日 2,231,572
サービスの提供を行うことが可能な業者が一である
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2871
高知県知事
（高知市丸ノ内1-2-20）

高知三波川帯農地保全事業所庁舎
建物・土地賃貸借料
H17.4.1～H18.3.31　１式

支出負担行為担当官代理
中国四国農政局総務部長
福留　秀憲
（岡山市下石井１－４－１）

平成17年4月1日 10,076,519

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2872
（有）丸喜
（高知市上町1-1-7）

職員宿舎建物賃貸借
H17.4.1～H18.3.31　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年4月1日 2,376,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2873
職員宿舎建物賃貸借
H17.4.1～H18.3.31　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2874
職員宿舎建物賃貸借
H17.4.1～H18.3.31　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2875
職員宿舎建物賃貸借
H17.4.1～H18.3.31　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2876
桃原区域（C-2）工事用道路その
他工事に伴う損失補償代金　　1
式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年7月11日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2877
（株）荒谷建設コンサルタント高
知支社
（高知市葛島4-5-6）

高知三波川帯農地保全事業中村大
王上区域対策工基本設計業務
H17.12.13～H18.3.27
設計業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年12月12日 13,545,000

本業務は、プロポーザル方式による契約を採用し、
各技術提案書を審査の結果、(株)荒谷建設コンサル
タント高知支社が選定されていることから他に競争
を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り



2878
（株）ウエスコ四国支社
（高松市紙町494）

高知三波川帯農地保全事業西桃
原・桃原区域（Ａ，Ｂ）対策工等
基本設計業務
H17.12.13～H18.3.27
設計業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年12月12日 17,955,000

本業務は、プロポーザル方式による契約を採用し、
各技術提案書を審査の結果、(株)ウエスコ四国支社
が選定されていることから他に競争を許さないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2879
日技クラウン（株）中国四国支店
（岡山市野田4-12-17）

高知三波川帯農地保全事業　桃原
区域（Ｃ，Ｄ，Ｅ）対策工基本設
計業務
H17.12.13～H18.3.27
設計業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年12月12日 16,380,000

本業務は、プロポーザル方式による契約を採用し、
各技術提案書を審査の結果、日技クラウン(株)中国
四国支店が選定されていることから他に競争を許さ
さないため。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2880
（株）三祐コンサルタンツ岡山支
店
（岡山市柳町2-6-25）

高知三波川帯農地保全事業　中村
大王上区域集水ボーリング工実施
設計業務
H17.12.14～H18.3.28
設計業務1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成17年12月13日 14,122,500

本業務は、プロポーザル方式による契約を採用し、
各技術提案書を審査の結果、(株)三祐コンサルタン
ツ岡山支店が選定されていることから他に競争を許
さないため。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

2881
高知三波川帯農地保全事業　桃原
区域（C-1）排水ﾄﾝﾈﾙ建設工事に
伴う損失補償代金　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成18年2月2日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2882
高知三波川帯農地保全事業　桃原
区域（C-1）排水ﾄﾝﾈﾙ建設工事に
伴う損失補償代金　1式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知三波川帯農地
保全事業所長
多田　寛
（高知県南国市立田405）

平成18年2月2日

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2883
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所庶務課長
高木　節夫
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年4月1日 6,233,136

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2884
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所庶務課長
高木　節夫
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年4月1日 1,560,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2885
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所庶務課長
高木　節夫
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年4月1日 882,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2886
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所庶務課長
高木　節夫
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年4月1日 816,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2887
ＮＴＴアセットプランニング四国
（株）
（松山市山越3-15-45）

建物賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官代理
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所庶務課長
高木　節夫
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年4月1日 840,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2888
（財）高知県牧野記念財団
（高知市五台山4200-6）

高瀬農地保全事業
植物調査委託（その２）業務　１
式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年5月11日 1,113,000

当財団は、平成16年度に当地区内、また、平成13年
度に当地区に隣接する地域（旧仁淀村岩屋川）にお
いて、植物相の調査検討実績があり、希少種の植生
種類・範囲に係る地域固有の情報を有するととも
に、希少種の移植などに係る高度な技術を有してい
る。これより当財団は、本業務目的を達成するため
に不可欠な受益地内に生息する希少植物に関する情
報を唯一提供することが可能な者であるため。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



2889
日本基礎技術（株）松山営業所
（松山市東垣生町381-1）

高瀬農地保全事業
Ｄブロック調査設計等（その２）
業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年7月21日 13,650,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、日本基礎技術㈱が選定されており競
争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2890
日化エンジニアリング（株）岡山
事務所
（岡山市内山下2-11-6）

高瀬農地保全事業
Ａブロック調査設計等（その２）
業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年7月27日 4,357,500

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、日化エンジニアリング㈱が選定され
ており競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2891
内外エンジニアリング（株）岡山
営業所
（岡山市大供1-2-1）

高瀬農地保全事業
ＢＣブロック調査設計等（その
２）業務１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町甲１５９１
番地）

平成17年7月27日 7,455,000

この業務はプロポーザル方式を採用し、技術提案書
の審査の結果、内外エンジニアリング㈱が選定され
ており競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2892
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

高瀬農地保全事業
記録映像作成業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高瀬農地保全事業
所長
西谷　邦明
（高知県高岡郡佐川町甲１５９２
番地）

平成18年1月30日 3,150,000

高瀬農地保全事業における事業実施記録映像を作成
し記録として残すこととして、平成１６年度にプロ
ポーザル方式により山陽映画（株）と契約した。本
業務は、上記記録映像について、平成１７年度分の
撮影・整理・編集を行うものであり、同社は、編集
作業に必要な前年度作成の資料映像（ＣＧ等）の著
作権を保有しており、本業務目的を達成するために
不可欠な特定の情報（著作権）を提供することが可
能な者であるため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

2893
児島湾漁業協同組合連合会
（岡山市丸の内1-9-6）

児島湖沿岸農地防災事業
児島湖沿岸農地防災事業における
児島湾への流出対策に係る補償　
１式

支出負担行為担当官
中国四国農政局長　
鮫島　信行
（岡山市下石井1-4-1）

平成18年3月14日 21,000,000

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相
手方が特定されるものであるため。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2894
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中1-1-1）

児島湖沿岸農地防災事業
児島湾周辺水質調査委託業務　１
式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月15日 1,974,000

本業務は、児島湖の水質保全対策検討基礎資料を作
成するものであるが、岡山大学は児島湖の専門的な
知識・研究経験・多数の既存資料を保有しており、
他に競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2895
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中1-1-1）

児島湖沿岸農地防災事業
湖内水生植物等調査検討委託業務　
１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年6月16日 3,076,500

本業務は、児島湖の水質浄化や景観向上に向けた基
礎資料を作成するものであるが、岡山大学は児島湖
の専門的な知識・研究経験・多数の既存資料を保有
しており、他に競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2896
国立大学法人岡山大学
（岡山市津島中1-1-1）

児島湖沿岸農地防災事業
児島湾周辺環境整備基礎調査委託
業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年6月16日 2,436,000

本業務は、児島湖周辺農地から排出される負荷量を
定量的に把握し水質改善に向けた基礎資料を作成す
るものであるが、岡山大学は児島湖の専門的な知
識・研究経験・多数の既存資料を保有しており、他
に競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2897
（社）農業土木学会
（東京都港区新橋5-34-4）

児島湖沿岸農地防災事業
児島湾周辺地域基幹土地改良施設
整備調査検討委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年9月9日 9,471,000

本業務は、児島湖周辺地域での４つの国営事業を連
携し実施する上での指針を検討するものであるが、
（社）農業土木学会は我が国を代表する学会で高度
な専門委員会の構成が容易であり、知識・経験に基
づく効率的な運営・支援が可能であり、他に競争を
許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2898
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

児島湖沿岸農地防災事業
記録映画製作業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年10月17日 9,030,000

本業務は、事業地区の現況から工事完成までの全貌
を随時記録していくものである。過年度からの撮
影・編集実績があり、本事業の地域の状況・営農状
況及び進捗状況等を十分に熟知していることから、
他に競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2899 庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2900 職員宿舎敷地賃借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2901 職員宿舎敷地賃借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2902 職員宿舎敷地賃借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2903 職員宿舎敷地賃借料

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局児島湖沿岸農地防
災事業所長　
石坂　邦美
（岡山市藤田1424-9）

平成17年4月1日

場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ不可能であるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2904
日本電気（株）熊本支店
（熊本市水道町8-6）

インターネット回線接続契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 11,692,800

本契約は、農林水産省が管理していない情報システ
ムからの不正な進入を防止するため、情報システム
を２４時間常時監視する等の措置を講じなければな
らないが、監視対象装置がプロバイダ（日本電気
（株））のデータセンター内にあるため日本電気
（株）でなければ履行できないので、競争を許さな
いため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2905
日本電気（株）熊本支店
（熊本市水道町8-6）

行政情報システム保守

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 8,820,000

このシステムのLAN回線及び保守機器等は日本電気
㈱により構築されており、このシステムの良好な稼
働のために必要な点検、調整、障害復旧等は、当初
より設計・構築を一貫して行なっている日本電気㈱
以外にはなく、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2906
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

給与計算システム賃貸借契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 3,803,415

本件は全省庁統一システムへの移行が計画されてお
り、移行するまでの間を引続き賃借する必要がある
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

2907
（株）時事通信社熊本支局
（熊本市水道町9-31）

時事通信ニュース提供

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 2,016,000

本契約は地方公共団体に係る施策等の最新情報をイ
ンターネットにより迅速に入手するものであり、こ
れを提供しているものは、㈱時事通信社が行なって
いる時事行政情報モニターのみであるので、競争を
許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2908
三井リース事業（株）福岡支店
（福岡市博多区下川端町2-1）

電子計算機賃貸借契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 1,941,912

本件は平成１２年１２月に契約締結したリース契約
の更新（５年目）であり、同一業者から長期間にわ
たってリースすることにより毎月少額での調達が可
能なため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2909
（株）紙弘
（熊本市世安町378-4）

統計･情報センター行政情報シス
テム賃貸借（１５台）

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 819,000

本件は平成１４年度に契約締結したリース契約の更
新（４年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2910
（株）熊本リコー
（熊本市下南部3-10-32）

統計部カラー複合機保守契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 1,332,828

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元である熊本リ
コーでなければ履行できないため競争を許さないた
め
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料(月
額)7,350円/
ﾓﾉｶﾗｰｺﾋﾟｰ及
びﾌﾟﾘﾝﾄ1～
1,000枚6.3
円他



2911
（株）熊本リコー
（熊本市下南部3-10-32）

八代統計･情報センター外複合機
保守契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 1,227,240

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元である熊本リ
コーでなければ履行できないため競争を許さないた
め
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料500枚
まで含む(月
額)4,305円
/501～2,000
枚6.615円他

2912
（株）熊本リコー
（熊本市下南部3-10-32）

統計部電子複写機保守契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 1,212,624

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元である熊本リ
コーでなければ履行できないため競争を許さないた
め
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1～8,000枚
4.62円他

2913
シャ-プドキュメントシステム
（株）九州支店
（熊本市新屋敷3-15-17）

電子複写機の保守契約（2台）

契約担当官
九州農政局食糧部長　
高木　悦郎
（熊本市八王寺町１－２０）

平成17年4月1日 1,486,718

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交
換、消耗品の供給等、当該機器を製造したメーカー
でしか適切な履行ができないため、競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
3000枚まで
5.5円他

2914
土地賃貸借契約（地域第四課駐車
場）

契約担当官
九州農政局食糧部長　
高木　悦郎
（熊本市八王寺町１－２０）

平成17年4月1日 960,000
庁舎の近隣には当該駐車場しか適当な駐車場が無
く、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１８年度限
り

2915
諫早市土地開発公社
（諫早市東小路町7-1）

諌早湾干拓事務所庁舎その他敷地
賃貸借契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 11,202,500
事務所庁舎等の敷地賃貸借であり、供給者が一に特
定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2916

西松・東急・勝村都城盆地農業水
利事業木之川内ダム第一期建設工
事共同企業体
（福岡市中央区警固2-17-30）

都城盆地農業水利事業木之川内ダ
ム基礎処理工事
宮崎県北諸県郡山田町大字山田地
内
H17.4.19～H18.10.30
フィルダム(基礎)

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月19日 605,850,000

本工事は、平成１１年１０月２２日の入札公告時に
於いて、当該全体の工事内容を示し、「当該工事に
直接関連する他の工事の請負契約の相手方との随意
契約により締結する予定有」としている。本ダムの
堤敷基盤岩は極めて複雑な地質構造を呈しているこ
とから、本工事の施工にあたってはダム堤敷の地質
構造等の現場条件を熟知し、かつ、ダム本体と一体
となった判断ができる高度な技術力が要求される。
また、本工事は前工事（第三期建設工事）に引き続
き施工される工事であり、前工事の施工者が施工す
る場合には、工期の短縮、経費の節減が図られる。
更に、本工事は前工事と後工事が一体の構造物とし
て機能を発揮するもので、施工者が異なる場合は、
かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分の
関係にあるため一貫した施工が技術的に必要である
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2917
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

平成１７年度国分地域土地資源活
用飼料基盤拡大調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月28日 2,000,000

本調査は鹿児島県国分地域（国分市、湧水町（うち
旧栗野町）、牧園町、霧島町）の低未利用土地資源
を飼料基盤として活用し、大家畜等の低コスト生産
に資するための調査であり、調査内容が多岐にわた
り、かつ専門的であるので、この調査を実行できる
のは、調査地区周辺や現状、動向等に対して多くの
知見を持ち調査体制の備わっている行政組織のみで
あるため、鹿児島県を委託先として事業を実施する
取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2918
国家公務員共済組合連合会熊本中
央病院
（熊本市田井島1-5-1）

一般定期健康診断及び臨時の健康
診断業務請負単価契約　１式

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年5月24日 5,179,771

同病院は、国家公務員共済組合連合会の直営医療機
関であり、職員の信頼も厚く、数年前から契約し、
職員の過去のデータから現状の比較が容易にでき、
また、健康管理医として同病院の担当医に委嘱して
いる等、他の医療機関に比べて、職員の適切な健康
管理ができるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本診察 
850 
胸部X線間接
撮影 840　
他



2919
国土環境（株）九州支店
（福岡市東区東浜1-5-12）

平成１７年度干潟環境調査業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年5月25日 49,875,000

本業務は、既に構築されている泥質干潟における干
潟生態系モデルを活用し、今回の調査で実施する現
地調査により得られる各種データを用いて、この干
潟生態系モデルの改良も行いつつ、有明海における
干潟の環境を的確に把握し、干潟浄化機能の数値化
に資するものである。本業務を随意契約とする理由
としては、①干潟の浄化機能を数値化するための、
干潟生態系モデルのプログラムは国土環境（株）が
開発したものであり、その改良のための知識が豊富
であること。②干潟環境調査の全体計画では春夏秋
冬の季節毎に調査することとしており、冬季は平成
１６年度業務で国土環境（株）が受託して調査済み
であり、このデータを含めて解析する必要があるこ
となどから、当該会社以外での実施は困難であると
考えられるため
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

2920
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

生態系保全技術検討調査委託事業　
１式

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年5月25日 7,800,000

（財）九州環境管理協会は、ヒナモロコの増殖・飼
育環境及び筑後川水系生物調査等に関する事業実績
から、本調査に必要なノウハウを唯一有している機
関であるため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2921
熊本県知事
（熊本市水前寺6-18-1）

排水対策基盤整備調査（東牟田）
委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年5月31日 3,300,000

本調査は地域水田農業支援排水対策特別事業実施予
定地区の円滑な事業実施資するため、基本計画及び
整備計画を策定するものである。このため、地区の
現状及び農家意向等を熟知していることが要求さ
れ、さらにより地域の実情等を踏まえた計画とする
ため、熊本県を委託先として事業を実施する取り決
めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

2922

飛島・住友・三幸曽於東部農業水
利事業中岳ダム第一期建設工事共
同企業体
（福岡市中央区六本松3-11-28）

平成１６年度曽於東部農業水利事
業中岳ダムその他（付帯工）工事
鹿児島県曽於郡末吉町南之郷地内
H17.6.2～H18.3.13
フィルダム(堤体)

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月2日 164,850,000

中岳ダム工事は、飛島・住友・三幸曽於東部農業水
利事業中岳ダム第一期建設工事共同企業体によって
本体工事が平成９年１２月～平成１７年３月の間に
おいて施工され、現在、中岳ダム基礎処理その他工
事及び中岳ダム導水管巻立て工事が、関連工事とし
て施工中である。①本工事は、中岳ダム基礎処理そ
の他工事及び中岳ダム導水管巻立て工事に引き続き
実施される工事であり、関連工事の施工者が施工す
ることにより、仮設備（濁水処理、電気設備等）を
引き続き利用することができるので、工期の短縮・
経費の節減が図られる。②本工事は、ダム本体と一
体の構造物として機能を発揮するものであり、施工
者が異なる場合には、漏水等のかし担保責任の範囲
が不明確となるため、同一施工者による一貫した施
工が不可欠である。（２）以上のことから競争に付
することが不利と認められるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2923

鹿島・三幸・古賀諫早湾干拓事業
前面堤防1工区工事共同企業体
（福岡市博多区博多駅前3-12-
10）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防１工区
その５）工事
諫早市森山町下井牟田地先他
H17.6.3～H18.3.20
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月3日 535,500,000

①「平成１３年度諫早湾干拓事業前面堤防１工区
（その１）工事」の一般競争入札公告時において、
「当該工事に直接関連するその他の工事の請負契約
を当初工事の請負相手方との随意契約により締結す
る予定」の有無において「有」と提示し、全体数量
も提示しているところである。本工事は、非常に軟
弱な有明粘土層の基礎地盤上に築堤を行う工事であ
り、圧密沈下等の変化及び施工内容との関係等の各
種データを一貫して把握しつつ行うものである。こ
の工事のうち、前面堤防１工区の工事の２次盛土ま
では、平成１６年３月に随意契約した「平成１５年
度諫早湾干拓事業前面堤防１工区（その４）工事」
（以下、「前工事」という。）により平成１６年１
０月に完成する予定であった。しかし、「諫早湾西
工区前面堤防工事差止め仮処分命令事件」におい
て、佐賀地方裁判所から工事保全命令の決定が言い
渡されたことに伴い、２次盛土の一部を施工した状
況で、当該工事を打ち切ることを余儀なくされた。
②今回、工事を再開するに当たり、前工事における
施工状況を十分理解し、安全な盛立工事を行うこと
が不可欠であること、かつ、前工事と後工事の施工
者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不明確にな
る等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が
必要である。したがって、平成１４年度から一貫し
て施工していた「鹿島・三幸・古賀諫早湾干拓事業
前面堤防１工区工事共同企業体」以外の者に履行さ
せることが不利と認められるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2924
間・前田・荒木諫早湾干拓事業前
面堤防2工区工事共同企業体
（福岡市博多区下呉服町1-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防２工区
その５）工事
諫早市小野地先
H17.6.3～H18.3.20
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月3日 378,000,000

①「平成１３年度諫早湾干拓事業前面堤防２工区
（その１）工事」の一般競争入札公告時において、
「当該工事に直接関連するその他の工事の請負契約
を当初工事の請負相手方との随意契約により締結す
る予定」の有無において「有」と提示し、全体数量
も提示しているところである。本工事は、非常に軟
弱な有明粘土層の基礎地盤上に築堤を行う工事であ
り、圧密沈下等の変化及び施工内容との関係等の各
種データを一貫して把握しつつ行うものである。こ
の工事のうち、前面堤防２工区工事の２次盛土まで
は、平成１６年３月に随意契約した「平成１５年度
諫早湾干拓事業前面堤防２工区（その４）工事」
（以下、「前工事」という。）により平成１６年１
０月に完成する予定であった。しかし、「諫早湾西
工区前面堤防工事差止め仮処分命令事件」におい
て、佐賀地方裁判所から工事保全命令の決定が言い
渡されたことに伴い、２次盛土の一部を施工した状
況で、当該工事を打ち切ることを余儀なくされた。
②今回、工事を再開するに当たり、前工事における
施工状況を十分理解し、安全な盛立工事を行うこと
が不可欠であること、かつ、前工事と後工事の施工
者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不明確にな
る等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が
必要である。したがって、平成１４年度から一貫し
て施工していた「間・前田・荒木諫早湾干拓事業前
面堤防２工区工事共同企業体」以外の者に履行させ
ることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2925

大林組・フジタ・長崎西部建設諫
早湾干拓事業前面堤防3工区工事
共同企業体
（福岡市博多区下川端9-12）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防３工区
その５）工事
諫早市川内町地先
H17.6.3～H18.3.20
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月3日 210,000,000

①「平成１３年度諫早湾干拓事業前面堤防３工区
（その１）工事」の一般競争入札公告時において、
「当該工事に直接関連するその他の工事の請負契約
を当初工事の請負相手方との随意契約により締結す
る予定」の有無において「有」と提示し、全体数量
も提示しているところである。本工事は、非常に軟
弱な有明粘土層の基礎地盤上に築堤を行う工事であ
り、圧密沈下等の変化及び施工内容との関係等の各
種データを一貫して把握しつつ行うものである。こ
の工事のうち、前面堤防３工区工事の２次盛土まで
は、平成１６年３月に随意契約した「平成１５年度
諫早湾干拓事業前面堤防２工区（その４）工事」
（以下、「前工事」という。）により平成１６年１
０月に完成する予定であった。しかし、「諫早湾西
工区前面堤防工事差止め仮処分命令事件」におい
て、佐賀地方裁判所から工事保全命令の決定が言い
渡されたことに伴い、２次盛土の一部を施工した状
況で、当該工事を打ち切ることを余儀なくされた。
②今回、工事を再開するに当たり、前工事における
施工状況を十分理解し、安全な盛立工事を行うこと
が不可欠であること、かつ、前工事と後工事の施工
者が異なる場合、かし担保責任の範囲が不明確にな
る等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が
必要である。したがって、平成１４年度から一貫し
て施工していた「大林組・フジタ・長崎西部建設諫
早湾干拓事業前面堤防３工区工事共同企業体」以外
の者に履行させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2926
大進建設（株）
（長崎市樺島町1-16）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（中央排水機場建
築）工事
諫早市川内町地先
H17.6.6～H18.1.11
建築

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月6日 143,850,000

本工事は、平成１６年４月に契約締結した「平成１
５年度諫早湾干拓事業中央排水機場上屋建築工事」
（以下、「前工事」という。）により平成１７年２
月に完成する予定であった。しかし、「諫早湾西工
区前面堤防工事差止め仮処分命令事件」において、
佐賀地方裁判所から工事保全命令の決定が言い渡さ
れたことに伴い、基礎杭の一部を施工した状況で、
当該工事を打ち切ることを余儀なくされた。本工事
は、前工事で施工した基礎杭の上に上屋を建築する
ものであり、一体の構造物として初めて機能を発揮
するものであるため、前工事と後工事で施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明確になるた
め、一貫した施工が必要である。したがって、前工
事を施工している「大進建設（株）」以外の者に履
行させることが不利と認められる。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2927
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

水利調整機構調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月10日 1,450,000

農業用水の実態を把握する調査であり、市町村及び
土地改良等からの聞き取り調査が主体となり、農業
用ダムの貯水状況等の渇水調整情報調査について福
岡県の出先機関を通じ市町村及び土地改良区等から
の情報収集が容易に行えることから本調査を進める
にあたっては、現地の状況に精通している福岡県に
委託することが最も効率に遂行できる機関と判断さ
れるため、福岡県を委託先として事業を実施する取
り決め行い、随意契約を締結している
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2928
大分県知事
（大分市大手町3-1-1）

水利調整機構調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月21日 1,500,000

農業用水の実態を把握する調査であり、市町村及び
土地改良等からの聞き取り調査が主体となり、農業
用ダムの貯水状況等の渇水調整情報調査について大
分県の出先機関を通じ市町村及び土地改良区等から
の情報収集が容易に行えることから本調査を進める
にあたっては、現地の状況に精通している大分県に
委託することが最も効率に遂行できる機関と判断さ
れるため、大分県を委託先として事業を実施する取
り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2929
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

事業計画管理地区調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月23日 4,000,000

長崎県は、調査地区の農業情勢及び既存の基盤整備
事業等に精通しており、かつ調査に必要な専門的知
識を有している。また、各種調査で明らかになった
事項を直接指導・助言できる立場にある。本調査の
遂行にあたっては、諫早湾干拓地での豊富な試験・
研究実績や県内の既存資料及び知見等を有している
長崎県の試験研究機関である長崎県総合農林試験場
の協力が不可欠であり、関係機関との連絡も密に行
うことが必要なことから、地域の実情に精通した長
崎県に委託することが調査実施において最も効率的
であるため、長崎県を委託先として事業を実施する
取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2930
大分県知事
（大分市大手町3-1-1）

事業計画管理地区調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月23日 1,350,000

大分県は、調査地区の農業情勢及び既存の基盤整備
事業等に精通しており、かつ水利用等の営農技術に
関する調査に必要な専門的知識を有しているとと　
もに、各種調査で明らかになった事項を直接指導・
助言できる立場にある。また、本調査の遂行に当
たっては、調査地区における豊富な営農指導・普及
実績や県内の営農技術に関する既存資料及び知見等
を有している大分県の出先機関である竹田直入地方
振興局農業振興普及センターの協力も不可欠であ
る。以上のことから、地域の実情に精通した大分県
に委託することが調査実施において最も効率的であ
るため、大分県を委託先として事業を実施する取り
決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2931
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

地下水調査(筑後中流地区)委託契
約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月27日 1,250,000

地下水動向解析には、地域の農業用井戸の地下水位
を時間変動の影響を極力除外するため短期間に観測
する必要があり、地域の農業用井戸の殆どを所有管
理し、平成１３年度から本業務を受託し、そのノウ
ハウを所有している福岡県に委託すると短期間での
観測が可能となる。また、地域の農業用以外の地下
水利用状況及び気象・河川流量等の把握が必要であ
り、農業用以外の地下水取水等を含めた水資源に関
する福岡県独自の調査データを多岐にわたって有し
ており、その取りまとめ・分析が短期間で容易とな
る福岡県に委託することが調査実施において最も効
率的であるため、福岡県を委託先として事業を実施
する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2932
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度下五島地域畜産環境
基本調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月30日 2,000,000

本調査は長崎県下五島地域（五島市（うち旧奈留町
を除く））の畜産経営が、周辺の生活環境に及ぼす
影響の実態を調査・検討し、畜産経営の安定的発展
と地域の生活環境の改善に資するための調査であ
り、調査内容が多岐にわたり、かつ専門的であるの
で、この調査を実行できるのは、調査地区周辺や現
状、動向等に対して多くの知見を持ち調査体制の備
わっている行政組織のみであるため、長崎県を委託
先として事業を実施する取り決めを行い随意契約を
締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2933
熊本県知事
（熊本市水前寺6-18-1）

人権問題啓発推進事業委託費　一
式

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月5日 2,054,000

　本事業は、熊本県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。　したがって、本事業を効率的に実施するに
は、各団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指
導力を有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に
判断できる者に委託することが必要である。　この
点において、熊本県知事は、農業協同組合法、水産
業協同組合法、森林組合法、土地改良法において、
各団体の組織設立の認可や各団体が実施する業務等
の監督、指導等を行う立場にあり、各団体の業務体
系を熟知するとともに、団体に対する指導力を十分
に有している唯一の者である。  また、事業の実施
手法としてみれば、農林漁業団体４団体を一体的に
取りまとめて事業を実施することになる本手法（熊
本県知事への委託）が最も効率的な手法である。　
こうした状況を踏まえ、熊本県を委託先として事業
を実施する取り決めを行い、随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2934
大分県知事
（大分市大手町3-1-1）

人権問題啓発推進事業委託費　一
式

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月5日 1,976,000

　本事業は、大分県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。　したがって、本事業を効率的に実施するに
は、各団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指
導力を有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に
判断できる者に委託することが必要である。　この
点において、大分県知事は、農業協同組合法、水産
業協同組合法、森林組合法、土地改良法において、
各団体の組織設立の認可や各団体が実施する業務等
の監督、指導等を行う立場にあり、各団体の業務体
系を熟知するとともに、団体に対する指導力を十分
に有している唯一の者である。  また、事業の実施
手法としてみれば、農林漁業団体４団体を一体的に
取りまとめて事業を実施することになる本手法（大
分県知事への委託）が最も効率的な手法である。　
こうした状況を踏まえ、大分県を委託先として事業
を実施する取り決めを行い、随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2935
宮崎県知事
（宮崎市橘通東2-10-1）

事業計画管理地区調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月6日 1,350,000

宮崎県は、調査地区の農業情勢及び既存の基盤整備
事業等に精通しており、 かつ水利用等の営農技術
に関する調査に必要な専門的知識を有しているとと
もに、各種調査で明らかになった事項を直接指導・
助言できる立場にある。また、本調査の遂行に当
たっては、調査地区における豊富な営農指導・普及
実績や県内の営農技術に関する既存資料及び知見等
を有している宮崎県の出先機関である西諸県農業改
良普及センターの協力も不可欠である。以上のこと
から、地域の実情に精通した宮崎県に調査の一部を
委託することが調査実施において最も効率的である
ため、宮崎県を委託先として事業を実施する取り決
めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



2936
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

人権問題啓発推進事業委託費　一
式

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月7日 1,696,000

　本事業は、福岡県内の農業協同組合、森林組合、
漁業協同組合、土地改良区の職員を対象に人権問題
に関する教育・啓発を行うことにより、農林漁業の
振興及び経営改善を図る上で阻害要因となっている
人権問題の解消を図るとともに、活力ある開かれた
地域農林漁業を確立することを目的とするものであ
る。　したがって、本事業を効率的に実施するに
は、各団体の業務体系等を熟知し、団体に対する指
導力を有し、地域で取り組むべき人権課題を適切に
判断できる者に委託することが必要である。　この
点において、福岡県知事は、農業協同組合法、水産
業協同組合法、森林組合法、土地改良法において、
各団体の組織設立の認可や各団体が実施する業務等
の監督、指導等を行う立場にあり、各団体の業務体
系を熟知するとともに、団体に対する指導力を十分
に有している唯一の者である。  また、事業の実施
手法としてみれば、農林漁業団体４団体を一体的に
取りまとめて事業を実施することになる本手法（福
岡県知事への委託）が最も効率的な手法である。　
こうした状況を踏まえ、福岡県を委託先として事業
を実施する取り決めを行い、随意契約を締結してい
る。（取り決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

2937
佐城農業協同組合
（小城市小城町東小路158-1）

品目横断的対策導入推進事業にお
ける委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月12日 1,100,000

　本事業は、品目横断的な経営安定対策の円滑な導
入を図るため、モデル地域において対策実施上の課
題とその対応方策の検討に必要なデータの収集等を
実施するものであり、調査対象品目の出荷の大部分
をこの地区を区域とする佐城農協が担っている。ま
た、今回の調査対象農家の殆どは当該農協組合員で
あり、佐城農協は組合員への営農指導等を通じて調
査対象農家の経営概況を知り得ており、仮に当該農
家から提出されたデータに誤りがあった場合に、そ
れを把握し、農家に修正を求めることができるのは
佐城農協だけであるため競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2938
国立大学法人九州大学
（福岡市東区箱崎6-10-1）

平成１７年度用排水・ほ場整備基
礎諸元調査（用水）委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年8月12日 1,700,000

本調査は、現行の土地改良事業計画設計基準　計画
「農業用水（水田）」及び計画「農業用水（畑）」
の内容検討や技術書の充実を図るため、畑地及び水
田かんがい諸元の把握・ほ場レベル用水量・地区レ
ベル用水量の現地データ解析・評価を行うものであ
る。九州大学大学院農学研究院は、平成11年度より
継続してかんがい用水に関する委託調査を実施して
いるため、業務内容に精通している。また、当事業
を行う九州大学大学院農学研究院 生産環境科学部
門 地域環境科学講座 (用水（畑）)には、農村振興
局計画部資源課が実施している「計画基礎諸元調査
委員会」の委員が所属しており、水田かんがい及び
畑地かんがい計画に精通している。以上のことか
ら、調査実施において最も効率的であるため競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



2939
国立大学法人九州大学
（福岡市東区箱崎6-10-1）

平成１７年度農業水利基本調査委
託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年8月12日 1,300,000

本調査は、地域の特性を再現した地下水流動モデル
の構築をはじめ、機能の定量的把握に必要な条件設
定（降水量、水田灌漑量、蒸発散量、流出量等）の
高度な専門的知識が必要であり、機能の評価にあ
たっては、幅広い専門的知見を基にした手法の確立
が必要である。国立大学法人九州大学大学院農学研
究院生産環境科学部門灌漑利水研究室（以下、「九
州大学利水研究室」という。）には、九州管内の慣
行水利権の歴史的背景及び地形、地下水条件を熟知
していること、平成７年から１１年度に実施した農
業用水利用実態調査で調査計画及び実施について、
助言指導を頂き、農業水利問題や各種現地調査にも
精通していることから、平成１２年度より大石堰掛
かりの農業用水の水循環機能に関する研究を委託し
ている。これまでの研究結果から、現地の地下水位
状況、貯留状況、河川還元状況等が明らかになって
きており、調査及び評価手法等の専門的な知識を有
している。  平成１７年度は、これまでの調査研究
結果を基に、水質調査や生態系調査を実施し、水質
浄化や生態系保全に果たす効果について定量的評価
する手法を検討することとしており、以上のことか
ら、本調査を進めるにあたっては、九州大学利水研
究室の有する専門的かつ幅広い知見を有効に活用す
ることが適当であり、本調査で期待する成果を得る
ための業務を最も効率的に遂行できる機関と判断さ
れることため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2940
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年8月30日 1,400,000

本調査は、県内全域での農地の整備状況や基幹的農
業水利施設等について、個別事業地区毎の年度事業
費及び当該事業により整備された基幹水利施設等の
位置・施設諸元及び農地の整備状況を把握し、デー
タベース及び調査地図の作成を行うとともに、地方
単独事業及び融資事業について市町村別の実施状況
をとりまとめるものである。このため、本調査の実
施にあたっては、農業農村整備事業の事業地区別の
進捗状況をはじめ、毎年度の事業費、農地の整備状
況について、県内全事業地区の事業執行に係る資料
を有し、かつ、事業実績を把握していることが必要
不可欠である。そこで、九州農政局管内各県の調査
を行うに当たって、長崎県内の調査については、地
域の実情に精通しており、かつ、県内の農業農村整
備事業等の実績や基幹的農業水利施設の整備状況等
を把握している長崎県に委託することが最適である
と考えられるため、長崎県を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2941
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年9月7日 1,450,000

本調査は、県内全域での農地の整備状況や基幹的農
業水利施設等について、個別事業地区毎の年度事業
費及び当該事業により整備された基幹水利施設等の
位置・施設諸元及び農地の整備状況を把握し、デー
タベース及び調査地図の作成を行うとともに、地方
単独事業及び融資事業について市町村別の実施状況
をとりまとめるものである。このため、本調査の実
施にあたっては、農業農村整備事業の事業地区別の
進捗状況をはじめ、毎年度の事業費、農地の整備状
況について、県内全事業地区の事業執行に係る資料
を有し、かつ、事業実績を把握していることが必要
不可欠である。そこで、九州農政局管内各県の調査
を行うに当たって、福岡県内の調査については、地
域の実情に精通しており、かつ、県内の農業農村整
備事業等の実績や基幹的農業水利施設の整備状況等
を把握している福岡県に委託することが最適である
と考えられるため、福岡県を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2942
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年9月13日 2,800,000

本調査は、県内全域での農地の整備状況や基幹的農
業水利施設等について、個別事業地区毎の年度事業
費及び当該事業により整備された基幹水利施設等の
位置・施設諸元及び農地の整備状況を把握し、デー
タベース及び調査地図の作成を行うとともに、地方
単独事業及び融資事業について市町村別の実施状況
をとりまとめるものである。このため、本調査の実
施にあたっては、農業農村整備事業の事業地区別の
進捗状況をはじめ、毎年度の事業費、農地の整備状
況について、県内全事業地区の事業執行に係る資料
を有し、かつ、事業実績を把握していることが必要
不可欠である。そこで、九州農政局管内各県の調査
を行うに当たって、鹿児島県内の調査については、
地域の実情に精通しており、かつ、県内の農業農村
整備事業等の実績や基幹的農業水利施設の整備状況
等を把握している鹿児島県に委託することが最適で
あると考えられるため、鹿児島県を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2943
大成・松尾佐賀中部農地防災事業
川上頭首工建設工事共同企業体 
（福岡市中央区大手門1-1-7）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業佐賀西部導水路取水工工事
佐賀県佐賀郡大和町大字川上地内
H17.9.14～H18.3.17
その他工種

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年9月14日 160,125,000

川上頭首工の工事は、堰本体の改修に併せて魚道工
の改修や既設右岸幹線水路及び右岸支線水路の改修
を、大成・松尾佐賀中部農地防災事業川上頭首工建
設工事共同企業体によって施工されているが、河川
協議で付された条件から佐賀西部導水路取水工の樋
管工及び樋門工を同一時期に一体的に施工する必要
がある。①佐賀西部導水路取水工樋管工の下流部で
河川堤防を開削・横断することになるが、河川協議
に於いて川上頭首工の右岸幹線水路及び右岸支線水
路の河川堤防横断工事に併せて、「同一時期に最小
限の範囲河川堤防を一体的に開削、復旧」との条件
が付けられていることから、河川堤防の安全確保を
するためには、同一施工者による一貫した施工が不
可欠である。②本工事で施工する取水樋管工の取水
口直下流は、川上頭首工魚道工の直下を立体交差す
る構造となるため、両者の施工者が異なる場合に
は、漏水等のかし担保責任の範囲が不明確となる等
密接不可分な関係にあり、同一施工者による一貫し
た施工が不可欠である。③更に、本工事を当該施工
中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の
節減に加え、工事の安全・円滑な施工を行うことが
できる。以上から当該企業体以外の者に履行させる
ことが不利と認められる
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2944
大分県知事
（大分市大手町3-1-1）

平成１７年度農業基盤整備基礎調
査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年9月27日 1,700,000

本調査は、県内全域での農地の整備状況や基幹的農
業水利施設等について、個別事業地区毎の年度事業
費及び当該事業により整備された基幹水利施設等の
位置・施設諸元及び農地の整備状況を把握し、デー
タベース及び調査地図の作成を行うとともに、地方
単独事業及び融資事業について市町村別の実施状況
をとりまとめるものである。このため、本調査の実
施にあたっては、農業農村整備事業の事業地区別の
進捗状況をはじめ、毎年度の事業費、農地の整備状
況について、県内全事業地区の事業執行に係る資料
を有し、かつ、事業実績を把握していることが必要
不可欠である。そこで、九州農政局管内各県の調査
を行うに当たって、大分県内の調査については、地
域の実情に精通しており、かつ、県内の農業農村整
備事業等の実績や基幹的農業水利施設の整備状況等
を把握している大分県に委託することが最適である
と考えられるため、大分県を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2945
（財）九州経済調査協会
（福岡市中央区大名1-9-48）

国土施策創発調査委託業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年9月30日 10,037,790

本調査は、民間企業等の事業企画（案）を広く公募
し競争することで、より効率的かつ効果的な事業内
容とすることが可能となるため、随意契約を前提と
する公募方式により受託者の公募を行ったものであ
るため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



2946
三菱重工業（株）九州支社
（福岡市博多区博多駅前2-2-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（中央排水機場ポ
ンプ製作据付）工事
諫早市川内町地先
H17.10.20～H18.2.21
機場(金物)

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年10月20日 91,035,000

本工事は、「諫早湾干拓事業中央排水機場ポンプ設
備建設工事（以下「前工事」という。）」にて平成
１５年１１月５日から平成１７年１月１２日までの
工期で製作した機器（主ポンプ、動力伝達装置、弁
類、原動機、補助機械設備、受変電・配電設備、計
装設備）及び本工事において製作を行う制御用直流
電源装置の据付を行うものである。ポンプ設備はそ
れを構成する機器の製作後、据付により各機器が組
み合わされてポンプ設備としての機能が発現するも
のであり、一貫した施工が技術的に必要とされるた
め、前工事である機器製作と同一の者に据付工事を
施工させる必要がある。また、かし担保責任を明確
にするためには、製作から据付後の試運転調整まで
一体のものとして同一の者に施工させる必要があ
る。以上のことから、前工事において機器の製作を
行い、これらの機器を保管している「三菱重工業
(株)九州支社」以外の者に履行させることが不利と
認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2947
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度沖永良部地区全体実
施設計書作成及び地下貯留施設設
計業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年5月19日 43,050,000

この業務については、プロボーザル方式を採用して
おり、審査の結果、日技クラウン（株）が選定され
ており、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

2948
特定非営利活動法人みらい有明・
不知火
（熊本市保田窪1-1-35）

平成１７年度有明海底質環境調査
委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月6日 46,263,000

（１）本調査は、底質及び干潟撹拌調査に際して実
施する底質撹拌前の①地形を把握する地形調査、解
析。また、底質撹拌前後の経時変化を把握する②有
機物、栄養塩類及び酸素量等の低質調査、分析③底
生生物の個体数、種類等底生生物調査、分析④水質
調査、分析⑤堆積物の年代測定調査、解析⑥前述の
調査、分析結果より底質環境変化の要因の総合分析
を行うものである。（２）本調査を実施するために
は、有明海が有する特殊な海域環境（海象、水象、
水質環境、底質環境、流域環境等）の調査、研究に
深い経験と見識を有し、かつ、底質や水質調査計画
の策定と遂行に当たって専門的・科学的な高い技術
力及び有明海の底質に関するデータが必要である。
（３）特定非営利活動法人「みらい有明・不知火」
（以下「みらい有明・不知火」）は、有明海に精通
した理学系の有識者や工学系の有識者を含む多岐に
わたる有識者を有する極めて充実したシンクタンク
であり、有明海の環境全般に対する調査、研究にお
ける高度な見識と技術を有しているとともに、熊本
大学、長崎大学と共同して長年にわたりとりまとめ
た有明海全域の表層堆積物（底質）のデータベース
（「がらかぶが見た有明海の風景」）を有してお
り、このデータベースを的確に活用することができ
る唯一の機関である。（４）さらに今回調査に当
たっては、平成１６年度に「みらい有明・不知火」
が受託して調査・解析を行った成果を活用する必要
がある。また、「みらい有明・不知火」は過去に他
省庁の底質の環境調査を受託した実績を有してい
る。（５）以上のことから、本調査を実施できるの
は特定非営利活動法人「みらい・有明・不知火」の
他にはなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



2949
佐賀県有明海漁業協同組合連合会
（佐賀市西与賀町厘外821-2）

平成１７年度有明海底質改善調査
（大浦東部）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月21日 20,600,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、佐
賀県沖の農林水産大臣管轄漁業区域の漁業権を有
し、本調査の実施にあたり、共同漁業権の調整を了
している佐賀県有明海漁業協同組合連合会と、随意
契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2950
佐賀県有明海漁業協同組合連合会
（佐賀市西与賀町厘外821-2）

平成１７年度有明海底質改善調査
（大浦西部）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月28日 20,600,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、佐
賀県沖の農林水産大臣管轄漁業区域の漁業権を有
し、本調査の実施にあたり、共同漁業権の調整を了
している佐賀県有明海漁業協同組合連合会と、随意
契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2951
熊本県漁業協同組合連合会
（熊本市田崎2-5-31）

平成１７年度有明海底質改善調査
（熊本沖北部）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月22日 15,700,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、熊
本県沖においては、漁業権を有する唯一の者である
熊本県漁業協同組合連合会と随意契約を行うもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



2952
熊本県漁業協同組合連合会
（熊本市田崎2-5-31）

平成１７年度有明海底質改善調査
（熊本沖南部）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月21日 20,600,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、熊
本県沖においては漁業権を有する唯一の者である熊
本県漁業協同組合連合会と随意契約を行うものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2953
長崎県南共第79号共同漁業権者会
（島原市霊南2-16-21）

平成１７年度有明海底質改善調査
（島原沖）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年8月22日 20,600,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、長
崎県沖においては、漁業権を有する唯一の者である
共同漁業権設定区域（南共第７９号）内で関係５漁
協で構成する南共第７９号建者会の代表を務める長
崎県深江町漁業協同組合（組合長濱本藤壽）と、随
意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2954
長崎県南共第79号共同漁業権者会
（島原市霊南2-16-21）

平成１７年度有明海底質改善調査
（国見沖）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月10日 20,600,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、船上からカイケタ曳きに
よる底質撹拌作業を行い、〇タイラギ、サルボウ、
底生生物等の生息状況〇浮泥の堆積原因となるゴミ
の堆積状況〇濁り具合の観測などの調査を行い、底
質環境の実態や特性を把握するものである。（２）
調査の実施においては①調査を行うことにより海域
への一時的な濁りが発生し、周辺漁場に影響を及ぼ
す可能性があるため、漁協との調整が必要であるこ
と。②調査中は船舶の往来に伴う安全確保が必要で
あり、一般船舶との航行調整及び漁業関係者との調
整が必要であること。③調査を効率的、かつ安全に
実施するためには作業実績もあり船上作業に熟練し
た技術を有し、この海域を熟知していることが必要
であることなどから本海域に漁業権を有するものの
みが実施を行うことができる。（３）このため、長
崎県沖においては、漁業権を有する唯一の者である
共同漁業権設定区域（南共第７９号）内で関係５漁
協で構成する南共第７９号建者会の代表を務める長
崎県深江町漁業協同組合（組合長濱本藤壽）と、随
意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



2955
福岡県有明海漁業協同組合連合会
（柳川市三橋町高畑271）

平成１７年度有明海二枚貝類生息
環境その１調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月11日 8,000,000

１．本調査は、海底の有機汚濁物質を吸収して、水
質や底質を改善する機能を有する二枚貝類の生息環
境状況に、調査実施海域で著しい影響を及ぼす害魚
であるナルトビエイの分布調査を実施し、有明海の
環境変化の要因を明らかにするものである。昨年度
は予備的な調査として、有明海湾奥部、熊本県沖に
おけるナルトビエイの分布状況や行動特性を把握し
ている。本年度は、昨年度調査結果や有明海におけ
る既存の知見を基にして、詳細調査を実施すること
としており、特に、ナルトビエイの分布や生態を明
らかにすることとしている。２．本調査の実施に当
たっては、調査実施海域が漁場と重複しているた
め、作業中の漁船の往来に伴う安全確保が必要であ
り、操業漁船との航行調整及び関係漁業者との操業
調整が必要となってくる。さらに、ナルトビエイの
捕獲は船上からの作業となるため、調査を効率的か
つ安全に実施するには、ナルトビエイの捕獲実績も
あり船上作業に熟練し、かつ調査実施海域を熟知し
ていることが必要である。３．以上の理由から、本
調査を円滑かつ安全に実施できるのは、福岡県沖
は、共同漁業権設定区域（農共第１号）内で操業す
る各漁協及び漁業者との調整能力を有し、かつ、漁
業権を有する福岡県有明海漁業協同組合連合会の他
にはなく、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2956
佐賀県有明海漁業協同組合連合会
（佐賀市西与賀町厘外821-2）

平成１７年度有明海二枚貝類生息
環境その２調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月21日 10,000,000

１．本調査は、海底の有機汚濁物質を吸収して、水
質や底質を改善する機能を有する二枚貝類の生息環
境状況に、調査実施海域で著しい影響を及ぼす害魚
であるナルトビエイの分布調査を実施し、有明海の
環境変化の要因を明らかにするものである。昨年度
は予備的な調査として、有明海湾奥部、熊本県沖に
おけるナルトビエイの分布状況や行動特性を把握し
ている。本年度は、昨年度調査結果や有明海におけ
る既存の知見を基にして、詳細調査を実施すること
としており、特に、ナルトビエイの分布や生態を明
らかにすることとしている。２．本調査の実施に当
たっては、調査実施海域が漁場と重複しているた
め、作業中の漁船の往来に伴う安全確保が必要であ
り、操業漁船との航行調整及び関係漁業者との操業
調整が必要となってくる。さらに、ナルトビエイの
捕獲は船上からの作業となるため、調査を効率的か
つ安全に実施するには、ナルトビエイの捕獲実績も
あり船上作業に熟練し、かつ調査実施海域を熟知し
ていることが必要である。３．以上の理由から、本
調査を円滑かつ安全に実施できるのは、佐賀県沖
は、共同漁業権設定区域（有共第１号）内で操業す
る各漁協及び漁業者との調整能力を有し、かつ、漁
業権を有する佐賀県有明海漁業協同組合連合会の他
にはなく、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



2957
長崎県南共第79号共同漁業権者会
（島原市霊南2-16-21）

平成１７年度有明海二枚貝類生息
環境その３調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月11日 10,000,000

１．本調査は、海底の有機汚濁物質を吸収して、水
質や底質を改善する機能を有する二枚貝類の生息環
境状況に、調査実施海域で著しい影響を及ぼす害魚
であるナルトビエイの分布調査を実施し、有明海の
環境変化の要因を明らかにするものである。昨年度
は予備的な調査として、有明海湾奥部、熊本県沖に
おけるナルトビエイの分布状況や行動特性を把握し
ている。本年度は、昨年度調査結果や有明海におけ
る既存の知見を基にして、詳細調査を実施すること
としており、特に、ナルトビエイの分布や生態を明
らかにすることとしている。２．本調査の実施に当
たっては、調査実施海域が漁場と重複しているた
め、作業中の漁船の往来に伴う安全確保が必要であ
り、操業漁船との航行調整及び関係漁業者との操業
調整が必要となってくる。さらに、ナルトビエイの
捕獲は船上からの作業となるため、調査を効率的か
つ安全に実施するには、ナルトビエイの捕獲実績も
あり船上作業に熟練し、かつ調査実施海域を熟知し
ていることが必要である。３．以上の理由から、本
調査を円滑かつ安全に実施できるのは、長崎県沖
は、共同漁業権設定区域（南共第７９号）内で操業
する各漁協及び漁業者との調整能力を有し、かつ、
漁業権を有する関係１１漁協で構成する南共第７９
号権者会の代表を務める長崎県深江町海漁業協同組
合の他にはなく、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2958
熊本県漁業協同組合連合会
（熊本市田崎2-5-31）

平成１７年度有明海二枚貝類生息
環境その４調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月21日 15,000,000

１．本調査は、海底の有機汚濁物質を吸収して、水
質や底質を改善する機能を有する二枚貝類の生息環
境状況に、調査実施海域で著しい影響を及ぼす害魚
であるナルトビエイの分布調査を実施し、有明海の
環境変化の要因を明らかにするものである。昨年度
は予備的な調査として、有明海湾奥部、熊本県沖に
おけるナルトビエイの分布状況や行動特性を把握し
ている。本年度は、昨年度調査結果や有明海におけ
る既存の知見を基にして、詳細調査を実施すること
としており、特に、ナルトビエイの分布や生態を明
らかにすることとしている。２．本調査の実施に当
たっては、調査実施海域が漁場と重複しているた
め、作業中の漁船の往来に伴う安全確保が必要であ
り、操業漁船との航行調整及び関係漁業者との操業
調整が必要となってくる。さらに、ナルトビエイの
捕獲は船上からの作業となるため、調査を効率的か
つ安全に実施するには、ナルトビエイの捕獲実績も
あり船上作業に熟練し、かつ調査実施海域を熟知し
ていることが必要である。３．以上の理由から、本
調査を円滑かつ安全に実施できるのは、熊本県沖
は、共同漁業権設定区域（有共第２１号）内で操業
する各漁協及び漁業者との調整能力を有し、かつ、
漁業権を有する熊本県漁業協同組合連合会の他には
なく、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第三）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

2959
（株）奥村組九州支店
（北九州市八幡東区山王2-19-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（南部潜堤）工事
諫早市森山町下井牟田地先
H17.6.30～H18.3.27
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月30日 633,150,000
再度の入札を行ったが落札者がなかったため随意契
約を行うものである。
（予決令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

2960
（株）熊谷組九州支店
（福岡市中央区大手門1-4-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（北部潜堤）工事
諫早市高来町下与地先
H17.6.30～H18.3.27
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年6月30日 450,450,000
再度の入札を行ったが落札者がなかったため随意契
約を行うものである。
（予決令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）



2961
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

平成１７年度有明海底質調査解析
委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年7月25日 13,681,500

（１）本調査は、有明海の底質環境変化の仕組みの
解明により、効果的な有明海再生対策の検討に資す
る基礎資料とするため、昨年度から実施しているも
のである。本年度は、福岡県海域泥質干潟の底質を
調査し、昨年度の調査結果と比較することで干潟環
境の経時的な変化を解析し、有明海における浮泥の
堆積及び底質環境変化のメカニズムを明らかにする
ために実施するものである。（２）本調査を実施す
るためには、①当海域において干潟環境の把握をは
じめ、干潟の生成に影響する潮流等、各種調査・解
析についての実績がある研究機関（福岡県水産海洋
技術センター有明海研究所）を有していること。②
本調査は流し網、固定式さし網、カゴ漁業等が複雑
に入りあって操業している時期に行うことから周辺
漁場の漁業者とトラブルを生じないように関係漁業
者との調整を行うことができること。③本調査は福
岡県地先の福岡県有明地区と福岡県と佐賀県の共通
海域である農林水産大臣管轄漁場で調査を行うが、
これらの両海域で解析能力を有し、漁業者との調整
をするための詳細な情報を有するのは福岡県のみで
あるため、福岡県を委託先として事業を実施する取
り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2962
国立大学法人長崎大学
（長崎市文教町1-14）

平成１７年度有明海二枚貝類生息
環境生態調査委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年7月22日 5,500,000

（１）本調査は、有明海再生にあたり重要な要素で
ある二枚貝類の生息に対して、大きな影響を及ぼす
ナルトビエイの行動調査及び胃内容物調査を行うこ
とにより、有明海の環境変化のメカニズム解明に資
するものである。具体的には、行動調査では、アル
ゴシステムによる衛星追跡を行い、胃内容物調査で
は、ナルトビエイによる二枚貝類の食害の因果関係
を明らかにし、これらの調査結果を総合的に分析し
て、有明海の二枚貝類の生息環境について適正な管
理と保全の方途を検討するものである。（２）本調
査では、エイの行動パターンの知識、行動調査での
発信機の装着方法、さらには胃内容物調査での専門
知識といった、ナルトビエイの生態についての知識
や調査の実績が必要不可欠である。しかしながら、
ナルトビエイに関する研究事例は乏しく、その行動
パターンや生活史などの生態について未解明な部分
が多いが、そのような中にあって、長崎大学では、
「サメ・エイ類の生活史」、「トビエイ類の分布・
移動・回遊および生活史」、「有明海におけるアカ
エイ類の分布と生態」、「有明海に生息する魚類の
分類とその季節変化」等多くの研究実績を有してい
る。また、「有明海における板鰓類について」、
「有明海のエイ類について（二枚貝の食害に関連し
て）」の研究成果を取りまとめている研究者（水産
学部山口助教授）が所属するなど、有明海における
ナルトビエイの調査研究の中心的な機関となってい
る。さらに、ナルトビエイの二枚貝類に対する食害
などを含め生態についての研究実績も多く、調査手
法、調査データも保有し、過去の研究成果との比較
検討を行うこともできる。以上のことから、競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



2963
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

平成１７年度有明海底質改善調査
（福岡沖その１）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年8月15日 17,100,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、干潟耕転機等による干潟
の撹拌作業を行い、様々な干潟環境における干潟の
土質性状やタイラギ、サルボウ、底生生物等の生息
状況等干潟の状況調査を行い、干潟環境の実態や特
性を把握するものである。①福岡県の有明海の干潟
において、タイラギの資源減耗の原因究明と対策等
の試験、研究をはじめ各種調査、研究を実施してい
る福岡県水産海洋技術センター有明海研究所を有し
ていること。②覆砂など底質改善の実証に実績があ
ること。③砂質干潟、泥質干潟や過去の覆砂を実施
した干潟等の自然的及び人工的な干潟など現地条件
を熟知していること。④撹拌作業に伴い周辺漁場の
漁業者とのトラブルを生じないように関係漁協間の
調整を行うことができることから、本調査を実施で
きる者は福岡県の他にないため、福岡県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2964
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

平成１７年度有明海底質改善調査
（福岡沖その２）委託事業

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年8月16日 27,800,000

（１）本調査は、底生生物が生息する良好な底質環
境への改善に資するため、干潟耕転機等による干潟
の撹拌作業を行い、様々な干潟環境における干潟の
土質性状やタイラギ、サルボウ、底生生物等の生息
状況等干潟の状況調査を行い、干潟環境の実態や特
性を把握するものである。①福岡県の有明海の干潟
において、タイラギの資源減耗の原因究明と対策等
の試験、研究をはじめ各種調査、研究を実施してい
る福岡県水産海洋技術センター有明海研究所を有し
ていること。②覆砂など底質改善の実証に実績があ
ること。③砂質干潟、泥質干潟や過去の覆砂を実施
した干潟等の自然的及び人工的な干潟など現地条件
を熟知していること。④撹拌作業に伴い周辺漁場の
漁業者とのトラブルを生じないように関係漁協間の
調整を行うことができることから、本調査を実施で
きる者は福岡県の他にないため、福岡県を委託先と
して事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２号
の４の三）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2965
（株）西日本新聞社
（福岡市中央区1-4-1）

平成１７年度新聞紙面公告掲載
（その１）請負業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年1月23日 3,064,950

九州農政局では「有明海再生に向けた新たな取組」
として環境変化の仕組みの更なる解明のための各種
調査を漁業者や県と意見交換を行いながら漁業者の
協力を得て実施しているところである。本業務は、
この調査の情報を提供することにより、漁業者の漁
業振興に活用できるとともに、今後とも漁業者や地
域の方々と一体となった有明海再生に取組の理解を
深めて頂くことにより、調査の効率的な実施が図ら
れるため、各社新聞に広告を依頼するものである。
公告を掲載する新聞社は、より幅広い方々に情報を
提供するため福岡県内で発行部数が最も多い（株）
西日本新聞社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４の三）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2966
（株）佐賀新聞社
（佐賀市天神3-2-23）

平成１７年度新聞紙面公告掲載
（その２）請負業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年1月20日 1,131,900

九州農政局では「有明海再生に向けた新たな取組」
として環境変化の仕組みの更なる解明のための各種
調査を漁業者や県と意見交換を行いながら漁業者の
協力を得て実施しているところである。本業務は、
この調査の情報を提供することにより、漁業者の漁
業振興に活用できるとともに、今後とも漁業者や地
域の方々と一体となった有明海再生に取組の理解を
深めて頂くことにより、調査の効率的な実施が図ら
れるため、各社新聞に広告を依頼するものである。
公告を掲載する新聞社は、より幅広い方々に情報を
提供するため佐賀県内で発行部数が最も多い（株）
佐賀新聞社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４の三）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



2967
（株）長崎新聞社
（長崎市茂里町3-1）

平成１７年度新聞紙面公告掲載
（その３）請負業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年1月23日 1,249,500

九州農政局では「有明海再生に向けた新たな取組」
として環境変化の仕組みの更なる解明のための各種
調査を漁業者や県と意見交換を行いながら漁業者の
協力を得て実施しているところである。本業務は、
この調査の情報を提供することにより、漁業者の漁
業振興に活用できるとともに、今後とも漁業者や地
域の方々と一体となった有明海再生に取組の理解を
深めて頂くことにより、調査の効率的な実施が図ら
れるため、各社新聞に広告を依頼するものである。
公告を掲載する新聞社は、より幅広い方々に情報を
提供するため長崎県内で発行部数が最も多い（株）
長崎新聞社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４の三）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2968
（株）熊本日日新聞社
（熊本市世安町172）

平成１７年度新聞紙面公告掲載
（その４）請負業務

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年1月23日 1,565,550

九州農政局では「有明海再生に向けた新たな取組」
として環境変化の仕組みの更なる解明のための各種
調査を漁業者や県と意見交換を行いながら漁業者の
協力を得て実施しているところである。本業務は、
この調査の情報を提供することにより、漁業者の漁
業振興に活用できるとともに、今後とも漁業者や地
域の方々と一体となった有明海再生に取組の理解を
深めて頂くことにより、調査の効率的な実施が図ら
れるため、各社新聞に広告を依頼するものである。
公告を掲載する新聞社は、より幅広い方々に情報を
提供するため熊本県内で発行部数が最も多い（株）
熊本日日新聞社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４の三）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2969

前田建設工業・清水建設・さとう
ベネック肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀬ダム建設工事共同企業
体
（福岡市博多区博多駅東2-14-1）

肝属中部（一期）農業水利事業荒
瀬ダム第二期建設工事
鹿児島県肝属郡肝付町大字波見地
内
H18.2.20～H19.12.11
フィルダム(基礎)

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成18年2月20日 3,549,000,000

荒瀬ダム建設工事は、第一期建設工事（以下「前工
事」という）を施工中であり、本工事は前工事に引
き続き施工するものである。工事内容は提体工、洪
水吐工、仮排水路工、仮締切工等（以下「後工事」
という）であり、これらは前工事と一体的に施工す
るものである。①平成１５年度肝属中部農業水利事
業荒瀬ダム第一期建設工事の一般競争入札公示時に
おいて、「当該工事に直接関連する他の工事の請負
契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約を
締結する予定」の有無において「有」と提示してい
るところである。②本工事については、前工事と後
工事とが、一体の構造物の築造を目的としており、
前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保
責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため、一貫した施工が技術的に必要とされるもの
である。③前工事で施工した仮設備（濁水処理設
備、電気設備等）が引き続き使用される後工事であ
るため、後工事の安全・円滑及び適切な施工に資す
ると認められ、工期の短縮、経費の節減を確保する
上で有利である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2970

鹿島・三幸・古賀諫早湾干拓事業
前面堤防1工区工事共同企業体
（福岡市博多区博多駅前3-12-
10）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防１工区
その６）工事
諫早市森山町下井牟田地先他
H18.3.8～H18.8.4
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成18年3月8日 120,750,000

（１）本工事は、平成１４年８月９日の入札公告時
において、全体の工事内容を示し、「当該工事に直
接関連する他の工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定有」としている。（２）前工
事（これまでの継続工事）と後工事（本工事）は一
体の構造物（堤防）であり、施工者が異なった場
合、かし担保責任の範囲が不明確になることから、
当初契約から一貫して施工していた「鹿島・三幸・
古賀諫早湾干拓事業前面堤防１工区工事共同企業
体」以外の者に履行させることが不利と認められる
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2971
間・前田・荒木諫早湾干拓事業前
面堤防2工区工事共同企業体
（福岡市博多区下呉服町1-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防３工区
その６）工事
諫早市小野地先
H18.3.8～H18.8.4
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成18年3月8日 129,150,000

（１）本工事は、平成１４年８月９日の入札公告時
において、全体の工事内容を示し、「当該工事に直
接関連する他の工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定有」としている。（２）前工
事（これまでの継続工事）と後工事（本工事）は一
体の構造物（堤防）であり、施工者が異なった場
合、かし担保責任の範囲が不明確になることから、
当初契約から一貫して施工していた「間・前田・荒
木諫早湾干拓事業前面堤防２工区工事共同企業体」
以外の者に履行させることが不利と認められるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2972

大林組・フジタ・長崎西部建設諫
早湾干拓事業前面堤防3工区工事
共同企業体
（福岡市博多区下川端9-12）

平成１６年度諫早湾干拓事業干拓
地区基幹施設等（前面堤防３工区
その６）工事
諫早市川内町地先
H18.3.8～H18.8.4
干拓堤防

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成18年3月8日 213,150,000

（１）本工事は、平成１４年８月９日の入札公告時
において、全体の工事内容を示し、「当該工事に直
接関連する他の工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定有」としている。（２）前工
事（これまでの継続工事）と後工事（本工事）は一
体の構造物（堤防）であり、施工者が異なった場
合、かし担保責任の範囲が不明確になることから、
当初契約から一貫して施工していた「大林組・フジ
タ・長崎西部建設諫早湾干拓事業前面堤防３工区工
事共同企業体」以外の者に履行させることが不利と
認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2973
国営諫早湾干拓事業（短期開門調
査）の施行に伴う行政需要の増大
に対する費用負担

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年2月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2974
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業調整
池水質等検討委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年10月24日 6,804,000

本委託事業は平成9年度から実施しており、調整池
水質の変化要因と水質保全に関する検討を行うため
の水質変化とその要因分析に基づく資料作成等であ
る。調整池の水質は潮受堤防の締切に伴い、海域、
汽水域、さらには淡水域と環境条件が特異的に変化
してきた。このことにより、植物プランクトンの組
成、底質など水質に関係する要因(以下、「変化要
因」という。)も様々に変化してきたことから、継
続的な観測データの収集とこれらの変化要因の相互
関係を含めた総合的な解析のノウハウを有すること
が必要である。(財)九州環境管理協会は、昭和46年
に設置され職員129名を有し、調整池の水質をはじ
め植物プランクトン、底質などの水質形成要因の継
続的な観測結果のデータベース化を行い、調整池水
質に関し独自に開発した総合的な解析システムを構
築している九州管内で唯一の機関である.また、同
協会は、理学、工学及び農学博士や環境部門の技術
士等の充実したスタッフを擁し、事業着工以後、調
整池水質が現状に至るまでの植物プランクトン等の
調査・分析を継続的に実施し、これらの変化要因と
現地状況を熟知する機関でもある。よって、引き続
き本委託事業の継続実施により、同協会の調整池水
質等に関する現地を含めた豊富な知見と業務実績並
びに蓄積された分析や解析技術(手法)を活用でき、
履行期間の短縮、経費の節減、事業成果が最も期待
できるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項に該当）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）



2975
佐賀県白石町長
（佐賀県杵島郡白石町大字坂田
253-1）

平成１７年度広域農村総合整備基
本調査委託契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年10月26日 1,500,000

本委託事業では、本地域における中長期的視点に
立った整備構想策定に向け、各種資料の整備・提
供、ワークショップ及び調査検討委員会に出席する
こととしている。白石町は地域の実情に精通してお
り、整備構想の策定に必要な資料の収集や、調査検
討会等において地域の実情を的確に反映した検討が
可能である。また、地域農家、地域住民、農業関係
団体等との関わりが深いことから、これらの代表者
をワークショップや調査検討会の参加者として選
定・招集するための十分な知見と能力を有してい
る。以上より、調査で期待する成果を得るための業
務を最も効果的に遂行できるのは白石町であるた
め、白石町を委託先として事業を実施する取り決め
を行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2976
宮崎県知事
（宮崎市橘通東2-10-1）

平成１７年度西臼杵地域土地資源
活用飼料基盤拡大基本調査委託事
業

支出負担行為担当官
九州農政局長
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年11月2日 2,000,000

本調査は、宮崎県西臼杵地域（高千穂町、日之影町
及び五ヶ瀬町）の低・未利用土地資源を飼料基盤と
して活用し、大家畜等の低コスト生産に資するため
の基本構想の策定や整備手法等の検討を目的として
いる。このため、今回の宮崎県への委託内容につい
ては、整備構想策定のための基礎調査として、「地
域概況調査」及び「低・未利用土地資源賦存地区調
査」を行うものである。　調査内容が多岐にわた
り、かつ専門的であるので、県全体及び地域の農業
の振興方向や調査地域の現状等に対して多くの知見
を持ち、調査体制の備わっている組織に委託するこ
とが必要であるが、このような知見を持ち、調査体
制の備わっている組織は、下記により宮崎県以外に
ない。以上のことから、本調査の趣旨及び畜産行政
並びに調査地域に精通する宮崎県を契約の相手方と
し、随意契約を行うものである。①本調査の趣旨で
ある低・未利用土地資源の整備・活用を図り飼料自
給率向上を推進するためには、「全国飼料増産行動
会議」及び「九州地域飼料増産行動会議」の構成員
である宮崎県の取り組み等あわせて一体的な施策推
進が必要であること。②地域農業の位置付けと今後
の方向等については、県全体の総合的かつ長期的な
農業の振興方向を示す基本計画である「第六次宮崎
県農業・農村振興長期計画」を踏まえ策定する必要
があること。③調査地域である西臼杵地域には、農
林水産関係等諸般の施策を推進し、当地域の特性を
生かした農業振興等を図るため県の出先機関である
西臼杵支庁が設置されていること。以上より、宮崎
県を委託先として事業を実施する取り決めを行い随
意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２
条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2977
（株）星山商店
（熊本市武蔵ヶ丘9-5-76）

熊本統計･情報センター松橋・御
船庁舎解体工事

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成17年12月28日 22,155,000

本件については入札不調となったため、再度公告後
の入札を検討したが、本件の工期を平成１８年度財
産引継のために年度内完工として８０日と設定して
おり、本件契約締結後の履行期間を確保することが
難しくなることから随意契約によるものとする
（予算決算及び会計令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

2978
（株）富士通ビジネスシステム熊
本支店
（熊本市紺屋今町9-6）

九州農政局管内農業農村整備情報
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ賃貸借契約

支出負担行為担当官
九州農政局長　
伊丹　光則
(熊本市二の丸１－２)

平成17年4月1日 17,266,095

本件は、九州農政局における農業農村整備事業の円
滑及び工事事務等効率的な運用に資するため、管内
関係事業所等において、オープン性及び拡張性を有
し高い操作性を備えたﾈｯﾄﾜｰｽｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰの整備･拡
充を行うことで本省･農政局を通じたWANｼｽﾃﾑ及びｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄとの接続を維持することを目的としたｻｰﾊﾞｰの
賃貸借である。当物件は平成16年度より契約したﾘｰ
ｽ契約の2年目であり、同一業者から長期間にわたっ
てﾘｰｽすることにより毎月少額での調達が可能なた
め
（会計法29条の３第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



2979
沖電気工業（株）社会情報ソ
リューション本部
（東京都港区芝浦4-10-16）

平成１７年人事院勧告対応給与プ
ログラムの購入

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
（熊本市二の丸１－２）

平成18年2月20日 2,362,500

本契約は、人事院勧告により給与体系が変更された
場合のプログラムの改修によるバ－ジョンアップ製
品を購入するのであり、新たな給与計算システムを
新規構築するよりも、現在各地方農政局で稼働して
いる給与計算システムに精通した沖電気工業（株）
の改修した人事院勧告対応給与プログラムを購入し
導入することで、迅速かつ正確に新給与へ移行する
ことが出来るため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１８年度から）

2980
長崎県央農業協同組合
（諫早市栗面町174-1）

ガソリン等単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 2,568,046

当初、２社で会計法２９条の３第３項にて指名競争
入札を予定していたが、うち１社が入札参加の意思
がないとのことであったので、競争を許さないこと
から随意契約をおこなった。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
ガソリン＠
\119.7
混合油＠
\149.1
灯油＠\56.7

2981
三菱重工業（株）九州支社
（福岡市博多区博多駅前2-2-1）

平成17年度.諫早湾干拓事業中央
排水機場ポンプ設備製作済機器保
管

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 2,541,000

工事中断に伴い既に当該業者において製品の保管を
行っており、他者が保管を行う場合、保管場所から
の積込輸送等の経費が別途必要となり不経済となる
ため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2982
長菱船舶工事（株）
（長崎市飽の浦町1-1）

平成17年度諫早湾干拓事業調整池
水質浄化対策業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 29,190,000

調整池の水質浄化装置として試験研究で特定の者し
か有しない特殊な機械等を必要とする事業であり、
競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2983
富士マイクロ（株）
（熊本市水前寺6-46-1）

大型複写機及入出力サーバー賃貸
借

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 2,048,760

本件は平成１４年度に契約締結したリース契約の更
新（４年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

2984
（財）日本気象協会九州支社
（福岡市中央区大濠1-6-33）

平成17年度諫早湾干拓事業 気象
観測委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 14,458,500

この事業は、調査地域の気象に関する知識・情報を
保持し、突発的な故障や応急処置に迅速に対応する
ことでデータの欠測を最小限に抑えることができ、
異常値の判断を適切に処理できる特定の者でなけれ
ば成果を期待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2985
キヤノン販売（株）福岡支店
（福岡市博多区美野島1-2-1）

カラー複写機保守契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 2,881,085

カラー複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、当該機器の製造メー
カーであるキヤノン販売でなければ履行できないた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料金
3,150　フル
カラーモー
ド　1～1，
000＠￥35他

2986
（社）長崎県食品衛生協会
（長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3640-3）

平成17年度諫早湾干拓事業 海域
水質調査その他委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 32,130,000

この事業は、水質分析の専門的知識及び技術力が求
められ、水質成分は化学的・生物的変化があるた
め、現地までの交通が短く、臨機の対応と採取した
試料の迅速な分析が必要となることから、特定の者
でなければ成果を期待できない事業であり、競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2987
（社）長崎県食品衛生協会
（長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3640-3）

平成17年度諫早湾干拓事業 流入
河川水質調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 27,027,000

この事業は、水質分析の専門的知識及び技術力が求
められ、水質成分は化学的・生物的変化があるた
め、現地までの交通が短く、臨機の対応と採取した
試料の迅速な分析が必要となることから、特定の者
でなければ成果を期待できない事業であり、競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



2988
（社）長崎県食品衛生協会
（長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3640-3）

平成17年度諫早湾干拓事業 水質
観測機器保守点検委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 19,855,500

この事業は、水質観測機器が誤作動等において臨機
の対応が必要となるため、現地までの交通が短く、
水質分析結果を基に機器のチェックを確認しなけれ
ばならないことから、特定の者でなければ成果を期
待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

2989
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成17年度諫早湾干拓事業 植物
その他春・夏季調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月5日 29,925,000

この事業は、植物や陸域環境等に精通した学識経験
者を有し、環境影響評価調査や漁業影響調査、地域
生物環境調査に携わり、地域の環境状況に精通した
特定の者でなければ成果を期待できない事業であ
り、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2990
（財）国立公園協会
（東京都港区虎ノ門2-8-1）

平成17年度諫早湾干拓事業 浅海
域生態系春・夏季追跡調査委託事
業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月13日 23,635,500

この事業は、鳥類の群れが気象や海象等の条件に応
じて、いつ何処に出現するかを過去の経験をもとに
予測し、最も的確に個体数を把握できる場所で実施
することが重要となり、本事業の調査計画の策定や
調査結果の分析・評価について学識経験者より助言
指導を行う浅海域生態系追跡調査検討委員会の事務
局として携わっており、特定の者でなければ成果を
期待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2991
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成17年度諫早湾干拓事業 諫早
湾地域生物春・夏季環境調査委託
事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月14日 29,988,000

この事業は、水質や水生生物、水域環境等に精通し
た学識経験者も有し、環境影響評価調査や漁業影響
調査、地域生物環境調査に携わり、地域の環境状況
に精通した特定の者でなければ成果を期待できない
事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

2992 宿舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 3,120,000
国設宿舎の敷地賃貸借であり、供給者が一に特定さ
れ競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2993 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 5,352,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2994 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 1,512,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2995 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 4,644,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2996 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 1,140,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



2997
（株）日本ベネックス
（諫早市津久葉町99）

職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 1,440,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2998 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年4月1日 1,104,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2999
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成17年度諫早湾干拓事業環境モ
ニタリング資料作成等委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年5月31日 31,059,000

　この事業は、諫早湾干拓地域環境調査委員会資料
及び、委員会資料作成に必要な調査結果のデータ
ベースを化を図り、総合的な解析を行うための環境
モニタリング解析システムを構築する物であり、環
境に精通した学識経験者を有し、環境影響評価調査
や漁業影響調査、地域生物環境調査に携わり、地域
の環境状況に精通した特定の者でなければ成果を期
待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3000
清水建設（株）九州支店
（福岡市中央区渡辺通3-6-11）

平成16年度諫早湾干拓事業干拓地
区基幹施設等（中央排水機場）工
事
諫早市川内町地先
H17.6.3～H17.11.24
機場(土木)

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年6月3日 86,625,000

本工事は、平成１５年１０月に契約締結した「諫早
湾干拓事業中央排水機場建設工事」（以下、「前工
事」という。）により平成１６年１２月に完成する
予定であった。しかし、「諫早湾西工区前面堤防工
事差止め仮処分命令事件」において、佐賀地方裁判
所から工事保全命令の決定が言い渡されたことに伴
い、排水機場呑口部の一部のコンクリート打設が未
施工のまま、当該工事を打ち切ることを余儀なくさ
れた。本工事は、既に打設を完了した前工事と、鉄
筋のみ組立完了しこれから打設が必要な後工事と
が、一体の構造物として完成して初めて機能を発揮
するものであるため、前工事と後工事の施工者が異
なる場合は、品質に差異が生じるだけでなく、かし
担保責任の範囲が不明確となる等の恐れがあるた
め、一貫した施工が必要である。したがって、前工
事を施工している「清水建設（株）」以外の者に履
行させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3001
（株）乗富鉄工所
（福岡県山門郡三橋町大字柳河
934-4）

平成16年度諫早湾干拓事業干拓地
区基幹施設等（中央排水機場樋管
ゲート製作据付）工事
諫早市川内町地先
H17.6.3～H17.11.4
機場(金物)

分任支出負担行為担当官
九州農政局諫早湾干拓事務所長
梅川 治
(長崎県諫早市西里町２４８番地）

平成17年6月3日 22,995,000

本工事は、平成１６年７月に契約締結した「平成１
６年度諫早湾干拓事業中央排水機場樋管ゲート製作
据付工事」（以下、「前工事」という。）により平
成１６年１２月に完成する予定であった。しかし、
「諫早湾西工区前面堤防工事差止め仮処分命令事
件」において、佐賀地方裁判所から工事保全命令の
決定が言い渡されたことに伴い、ゲート戸当りの製
作及び据付を施工した状況で、当該工事を打ち切る
ことを余儀なくされた。ゲート設備工事において、
戸当りと扉体は密接な関係があることから、一連の
施設機能を確保するためには技術的に一貫した施工
が要求されること、本工事に伴い施設全体のかし担
保責任が不明確にならないようにすること等を考慮
する必要がある。このことから、当初の工事を施工
した業者と契約することが、本工事の安全、円滑か
つ一貫した適切な施工、品質の確保が期待できると
見込まれることから、競争に付することが不利と認
められるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3002
復建調査設計（株）長崎支社
（長崎市清水町2-4）

平成17年度諫早湾干拓事業干潟調
査施設追跡調査業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年6月9日 21,840,000

本業務は、干潟生成状況や促進干潟の生息の可能性
等について実証的な調査を行うものである。干潟の
生成手法については、技術が画一しておらず、干潟
の生成までの過程については、専門技術者が一連の
流れを把握し、一貫した総合的な判断の基で解析す
ることが必要である。復建調査設計（株）は、干潟
再生に精通した専門技術者を有し過去に干潟再生の
促進に向けた調査・検討・評価に関する業務に従事
した実績があり、本業務においても継続的に実施し
ており技術的な蓄積もあるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

3003
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

平成17年度諫早湾干拓事業宅地等
用地変状対策検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年6月9日 12,495,000

　本業務は、平成16年8月の佐賀地裁による工事中
止の仮処分により、当地区における調査ボーリング
を自粛したことから前業務の対象外としたものであ
り、一体不可分の業務である。前業務と本業務で実
施する請負者が異なる場合、現場状況を十分に把握
できずに検討が行われることとなり、適正な設計が
行われないおそれがあり、設計上のかし担保責任が
不明確になるため
（会計法29条の３第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3004
（株）技術開発コンサルタント
（福岡市中央区天神1-2-4）

平成17年度諫早湾干拓事業干潟機
能保全調査業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年6月28日 29,295,000

競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かった。本業務は、水質浄化能力のあ
る干潟生物の適正な保全方法の確立を目指すための
調査分析を実施するものである。当月末に産卵が行
われているとされている干潟生物の状況を把握せね
ばならないため、契約の緊急性を有することから随
意契約をおこなった。
（予決令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

3005
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度諫早湾干拓事業諫早
湾干拓地域環境監視機構委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年7月26日 5,050,500

　この事業は、諫早湾干拓事業の環境監視が、適切
かつ円滑に実施されるために「諫早湾干拓地域環境
監視機構」の運営を行うものであり、「諫早湾干拓
地域環境監視機構規約」に「事務局を長崎県県民生
活環境部に置く」と明記されており、競争を許さな
い
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3006
国立大学法人九州大学
（福岡市東区箱崎6-10-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業諫早
湾干拓地の気象特性の評価と農業
への影響・対応策の検討委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年8月22日 1,491,000

この委託業務については、干拓地特有の気象特性に
応じた営農に対する課題と対応策の検討を農業気象
に関する高度な技術力を有する学識経験者の意見を
踏まえ検討する必要があり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

3007
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平成１７年度諫早湾干拓事業記録
映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年8月26日 9,240,000

　この業務については、事業の記録映像撮影という
特性上、企画、シナリオ製作、撮影、編集までが一
体的な作業であり、事業の進捗に応じて複数年度に
わたり作業が行われる。このため、記録映像の作品
の企画、シナリオの一貫性を確保する上で、事業当
初から業務を行っている(株)公共事業通信社以外の
ものに実施させることが不利と認められるため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3008
国土環境（株）九州支店
（福岡市東区東浜1-5-12）

平成１７年度諫早湾干拓事業有明
海流動モデル検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月15日 27,825,000

　この事業は、有明海の潮位・潮流の知識、数値
シュミレーション手法、さらには潮位・潮流観測
データの解析手法などの沿岸海洋学についての知識
や調査の実績があり、有明海環境予測に用いた有明
海の環境予測モデルに精通した特定の者でなければ
成果を期待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



3009
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業植物
その他秋季調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月16日 32,109,000

　この事業は、植物や陸域環境等に精通した学識経
験者を有し、環境影響評価調査や漁業影響調査、地
域生物環境調査に携わり、地域の環境状況に精通し
た特定の者でなければ成果を期待できない事業であ
り、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3010
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業諫早
湾地域生物秋・冬季環境調査委託
事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月16日 28,875,000

　この事業は、水質や水生生物、水域環境等に精通
した学識経験者も有し、環境影響評価調査や漁業影
響調査、地域生物環境調査に携わり、地域の環境状
況に精通した特定の者でなければ成果を期待できな
い事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3011
（社）長崎県食品衛生協会
（長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3640-3）

平成１７年度諫早湾干拓事業干拓
地土壌調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月20日 21,199,500

　この委託業務については、干拓地の農地整備の手
法等に反映させるため土壌の化学性や物理性等の調
査を行い、的確な考察を行う必要がある。このた
め、過年度からの干拓地の状況に精通し、特殊性の
ある干拓地土壌に対する知見を有する者が、実施者
として適切であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3012
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度諫早湾干拓事業営農
対策調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月22日 3,920,000

　この委託業務については、干拓農地の熟畑化（土
壌改良）対策の方法を把握するために、土壌改善効
果に関する土壌の化学性や物理性等の調査・評価を
行うものであり、干拓地での熟畑化対策に関する専
門的知見、技術力及び経験を有している長崎県が実
施者として適切であるため、長崎県を委託先として
事業を実施する取り決めを行い、随意契約を締結し
ている。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3013
（財）国立公園協会
（東京都港区虎ノ門2-8-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業浅海
域生態系秋・冬季追跡調査委託事
業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年9月28日 23,026,500

　この事業は、鳥類の群れが気象や海象等の条件に
応じて、いつ何処に出現するかを過去の経験をもと
に予測し、最も的確に個体数を把握できる場所で実
施することが重要となり、本事業の調査計画の策定
や調査結果の分析・評価について学識経験者より助
言指導を行う浅海域生態系追跡調査検討委員会の事
務局として携わっており、特定の者でなければ成果
を期待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3014
（社）長崎県食品衛生協会
（長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3640-3）

平成１７年度諫早湾干拓事業　海
域水質調査及び地下水調査委託事
業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年10月7日 28,245,000

この事業は、水質分析の専門的知識及び技術力が求
められ、水質成分は化学的・生物的変化があるた
め、現地までの交通が短く、臨機の対応と採取した
試料の迅速な分析が必要となることから、特定の者
でなければ成果を期待できない事業であり、競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3015
諫早市長
（諫早市東小路町7-1）

平成１７年度諫早湾干拓事業　諫
早湾漁業実態調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年10月20日 3,940,000

諫早湾では、小型漁船等による多様な漁業活動と
「アサリ」「カキ」等の浅海養殖漁業が行われてい
る。平成９年度から開始している排水門操作・管理
は平成１２年度から長崎県に管理委託されている
が、事務所としても排水門に近接して「アサリ」等
の区画漁業が行われている北部排水門下流地域への
影響等の参考資料とするため、漁業経営の実態を調
査し、工事の円滑な推進を図る必要がある。以上の
理由から、本調査を円滑かつ的確に実施できるの
は、北部排水門下流に位置する漁業の実態を熟知
し、漁業者との調整能力を有する諫早市であるた
め、諫早市を委託先として事業を実施する取り決め
を行い、随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3016
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度諫早湾干拓事業　二
枚貝類増殖による諌早湾漁場浄化
機能回復基礎調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年10月31日 3,000,000

この事業は、アサリ着底稚貝の分布・生残実態を把
握し、二枚貝類の増殖による漁場浄化機能回復のた
めの基礎資料とするものであり、二枚貝類の増殖に
よる漁場浄化機能回復における技術的な実績を持
ち、当地域の環境状況に精通している長崎県でなけ
れば成果を期待できないため、長崎県を委託先とし
て事業を実施する取り決めを行い、随意契約を締結
している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3017
日本無線（株）長崎支店
（長崎市旭町1-20）

平成１７年度諫早湾干拓事業　濁
り観測施設等保守点検業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年11月14日 25,620,000

　この事業は、濁り観測施設及び自動昇降装置の保
守点検を行うものであり、諫早湾干拓事業用の特殊
なシステムである濁り観測施設及び自動昇降装置の
開発・設置の実績を持ち、突発的な故障が生じた場
合にも応急措置など迅速に対応し、各システムの構
造及び制御方式を熟知している特定の者でなければ
成果を期待できない事業であり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3018
諫早湾干拓事業に伴う建物等修復
費用負担金

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成17年12月16日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3019
（株）ヤンマー農機九州
（福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字
口ノ坪2523）

平成１７年度耕起用機械フロント
ブレード等の購入

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年1月18日 2,740,500

この物品は官有トラクタに装着するフロントブレー
ドで、現在当方で所有しているヤンマーCT95に装着
して、農地の乾燥除塩を図るものである。ヤンマー
CT95に対応したフロントブレードは、ヤンマーが独
自開発による設計製作を行っており、ヤンマー以外
に製作を行っていないため競争を許さない。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3020
長崎県諫早湾干拓協議会
（長崎市江戸町2-23）

平成１７年度諫早湾干拓事業　諫
早湾干拓地土地利用整備調査委託
事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年2月6日 1,500,000

　諫早湾干拓地では環境保全型農業の実践を目指し
ており、本委託事業で諫早湾周辺地域で実践されて
いる環境保全型農業の主要作物等実態調査や事例調
査を行うものである。環境保全型農業に関する認定
等については県、市町が携わっていることから、諫
早湾干拓事業に精通するとともに、関係機関との調
査・調整を要する。このため、長崎県、関係市町及
び団体の代表で構成される長崎県諫早湾干拓協議会
に委託することが効率的かつ適切な調査ができ最適
である。よって、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3021
諫早湾干拓事業に伴う土地売買契
約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月1日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3022
（株）末宗組 
（宇佐市大字和気1023）

平成１７年度諫早湾干拓事業　小
江堤防（その２）工事
諫早市高来町小船津地先
H18.3.13～H18.8.14
干拓堤防

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月13日 38,010,000

前工事に引き続き施工される工事であり、一体の構
造物の構築等を目的とする工事で、かつ、前工事と
後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることか
ら一貫した施工が技術的に必要とされ、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
するうえで、前工事施工者以外の者に施工させるこ
とが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3023
三菱重工業（株）九州支社 
（福岡市博多区博多駅前2-2-1）

平成１６年度諫早湾干拓事業　干
拓地区基幹施設等（中央排水機場
ポンプ設備試運転調整）工事
諫早市川内町地先
H18.3.14～H18.3.31
機場(金物)

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月14日 3,465,000

　本工事は、中央排水機場ポンプ設備と密接不可分
の関係にあることから、本工事の施工にあたって、
一連の施設機能を確保するためには技術的に一貫し
た施工が要求されること。また、本工事に伴い施設
全体のかし担保責任を明確にするためには、製作か
ら据付後の試運転まで一体のものとして同一の者に
施工させる必要がある。 このことから、諫早湾干
拓事業　中央排水機場ポンプ設備の製作据付を施工
した三菱重工業（株）九州支社と契約することが、
本工事の安全、円滑かつ一貫した適切な施工の確保
が期待できると見込まれること等、最も有利であ
り、競争に付することが不利と認められるため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3024
（株）九州科学
（長崎市扇町23-4）

平成１７年度風向風速計の購入

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月22日 1,659,000

諫早湾干拓地の気象特性の農業への影響・対応策の
検討に必要な風向風速計について、これまで賃貸借
により行ってきたが、本物件を購入した方が経済的
であることから、本物件の所有者と随意契約を行う
ものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3025 諫早湾干拓事業に伴う公共補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月30日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3026
平成17年度諫早湾干拓事業の施行
に伴う行政需要の増大に対する費
用負担の補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局諌早湾干拓事務所長
梅川　治
（長崎県諫早市西里町２４８）

平成18年3月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3027
筑後中部地区土地改良事業連絡協
議会
（大川市酒見256-1）

国営土地改良施設一部管理使用に
係る委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 2,516,928

「工事中の国営土地改良施設の管理使用に係る取扱
指針」（昭和５７年８月１３日付け構造改善局建設
部長通知）に基づき、管理使用協定を締結した土地
改良施設について、管理使用者が負担すべき経費の
内、一部効用発現に至っていない経費については、
管理使用者で構成する当該相手方に委託することが
合理的であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

3028
小城市長
（小城市芦刈町三王崎346-2）

佐賀西部導水路工事に関する埋蔵
文化財遺物整理（小城市）委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 13,931,241

工事予定地に係る埋蔵文化財包蔵地について、文化
財保護法に基づき市教育委員会による調査を実施す
ることとなり競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3029
日立キャピタル（株）福岡支店
（福岡市博多区店屋町1-35）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,102,920

本件は平成１４年１２月に契約締結したリース契約
の更新（３年目）であり、同一業者から長期間にわ
たってリースすることにより毎月少額での調達が可
能なため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3030
日立キャピタル（株）福岡支店
（福岡市博多区店屋町1-35）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 819,000

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



3031
日立キャピタル（株）福岡支店
（福岡市博多区店屋町1-35）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,202,040

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3032
日立キャピタル（株）福岡支店
（福岡市博多区店屋町1-35）

パーソナルコンピュータ賃貸借契
約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,481,760

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3033
富士マイクロ（株）
（熊本市水前寺6-46-1）

大型普通紙複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,398,600

本件は平成１３年度に契約締結したリース契約の更
新（５年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3034
ＮＴＴリース（株）九州支店
（福岡市博多区博多駅前2-2-1）

ビジネスホン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,020,600

本件は平成１３年度に契約締結したリース契約の更
新（５年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3035
リコー九州（株）久留米支店
（久留米市宮ノ陣4-3-1）

電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,698,444

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元であるリコー九
州（株）でなければ履行できないため競争を許さな
い
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料8,400
円／月
2,001～
8,000枚目ま
で
2.94円／枚
他

3036
（社）福岡県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（福岡市中央区舞鶴3-3-13）

平成１７年筑後川下流農業水利事
業福岡県公共嘱託（土地家屋調査
士）業務単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日 7,535,515

公共用地として取得等した土地等の分筆等登記に必
要な事務を遅滞なくかつ適正に進める上で、登記業
務の特殊性及び登記件数の膨大さを考慮する必要が
あるが、法律の規定に基づき設立され、多数の土地
家屋調査士が会員として登録している当該協会は嘱
託登記事務処理を適正かつ迅速に処理できる唯一の
団体である。よって、契約の性質または目的が競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
資料調査710
円／筆
他

3037
（社）福岡県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（福岡市中央区舞鶴3-3-13）

平成１７年筑後川下流農業水利事
業福岡県公共嘱託（司法書士）業
務単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日 2,135,925

公共用地として取得等した土地等の分筆等登記に必
要な事務を遅滞なくかつ適正に進める上で、登記業
務の特殊性及び登記件数の膨大さを考慮する必要が
あるが、法律の規定に基づき設立され、多数の司法
書士が会員として登録している当該協会は嘱託登記
事務処理を適正かつ迅速に処理できる唯一の団体で
ある。よって、契約の性質または目的が競争を許さ
ない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
所有権保存
8,130円／件
他

3038
（社）佐賀県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（佐賀市城内2-11-10-1）

平成１７年筑後川下流農業水利事
業佐賀県公共嘱託（土地家屋調査
士）業務単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日 1,399,544

公共用地として取得等した土地等の分筆等登記に必
要な事務を遅滞なくかつ適正に進める上で、登記業
務の特殊性及び登記件数の膨大さを考慮する必要が
あるが、法律の規定に基づき設立され、多数の土地
家屋調査士が会員として登録している当該協会は嘱
託登記事務処理を適正かつ迅速に処理できる唯一の
団体である。よって、契約の性質または目的が競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
資料調査710
円／筆
他



3039
（有）山崎ハウス
（久留米市西町990-26）

職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,956,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3040 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 2,952,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3041
（株）久留米不動産情報センター
（久留米市百年公園1-1）

職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 9,588,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3042 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,392,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3043
（有）翠水エステート
（久留米市津福本町1584-1）

職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 840,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3044 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,464,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3045 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,320,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3046 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 3,720,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3047 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 840,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3048
久留米市長
（久留米市城南町15-3）

土地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 2,505,712
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3049 土地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,344,084
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3050 土地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 935,016
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3051 土地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 2,453,940
本契約は、宿舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3052 土地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月1日 1,350,300
本契約は、宿舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3053
柳川市長職務執行者　
（柳川市本町87-1）

幹線水路西浜武線工事予定地内埋
蔵文化財発掘調査委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月20日 9,526,138

工事予定地に係る埋蔵文化財包蔵地について、文化
財保護法に基づき市教育委員会による調査を実施す
ることとなり競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3054
佐賀県神埼町長
（佐賀県神埼郡神埼町神崎410）

幹線水路城原金立線工事予定地に
係る埋蔵文化財発掘調査委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年5月2日 9,423,000

工事予定地に係る埋蔵文化財包蔵地について、文化
財保護法に基づき市教育委員会による調査を実施す
ることとなり競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3055
佐賀土地改良区
（佐賀市大財3-8-15）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業試験通水実態調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年7月1日 5,302,500

本事業は、今年度実施する通水試験の一体的な観測
による実態調査によりその機能を確認するものであ
る。水位の変動は制水門の稼働状況が大きく関わる
ため、水利用の公平性を保つため関係自治体及び土
地改良区をもって「流域調整管理委員会」の設立を
行い制水門の操作管理を行う。操作管理と一体的な
実態調査が実施できるのは、同委員会庶務を処理す
る佐賀土地改良区のみである
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3056
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業クリーク水路環境調査委託事
業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年7月15日 17,598,000

本事業は、水質や水生生物、水域環境等に精通した
学識経験者も有し、地域生物環境調査に携わり、地
域の環境状況に専門的な知見を有した特定のもので
なければ成果を期待できない事業であり、競争を許
さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



3057
佐賀県筑後川土地改良事業推進協
議会
（佐賀市大財3-8-15）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業農地転用実態調査等委託事業
（佐賀県）

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年9月5日 4,580,000

本件は、農地の転用並びに受益面積の変動について
調査を行うとともに営農作物の推移を調査すること
により、筑後川下流地域における作付が可能な作物
実態の把握を行い、事業推進の参考資料とするもの
である。佐賀県筑後川土地改良事業推進協議会は、
本事業の受益地内の市町村等が構成員になってお
り、本業務を円滑かつ適正に実施する上で妥当であ
り、十分な成果が期待できるものと判断されるため
競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3058
福岡県筑後川下流域農業開発事業
促進協議会
（久留米市津福本町1712-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業営農実態調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年9月7日 1,570,000

本件は、近年の営農作物の推移を調査することによ
り、筑後川下流地域における作付が可能な作物実態
の把握を行い、事業推進の参考資料とするものであ
る。福岡県筑後川下流域農業開発事業促進協議会
は、本事業の受益地内の市町村等が構成員になって
おり、本業務を円滑かつ適正に実施する上で妥当で
あり、十分な成果が期待できるものと判断されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3059
福岡県筑後川下流域農業開発事業
促進協議会
（久留米市津福本町1712-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業クリーク調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年9月7日 2,600,000

本件は、国営水路の通水に伴いゴミが有明海に流れ
込んでくるとの苦情が漁業関係者から出ており、海
産物への影響が懸念されるので、その実態把握と廃
酸物への影響を未然に防ぐため、環境対策の一環と
してクリーク調査を行い、水路汚染防止等の検討資
料とするものである。福岡県筑後川下流域農業開発
事業促進協議会は、本事業の受益地内の市町村等が
構成員になっており、本業務を円滑かつ適正に実施
する上で妥当であり、十分な成果が期待できるもの
と判断されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3060
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業幹線水路城原金立線末端施設
調査測量設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月8日 29,400,000

本件はプロポーザル方式により審査をおこなった結
果日技クラウン㈱九州支社が選定されており、競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3061
サンスイコンサルタント（株）九
州支社
（熊本市新屋敷1-5-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業多久導水路（山崎工区）調査
測量設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月9日 21,000,000

本件はプロポーザル方式により審査をおこなった結
果サンスイコンサルタント㈱九州支社が選定されて
おり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3062
佐賀東部土地改良区
（佐賀県神埼郡千代田町直鳥
1425-1）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業現況用排水系統調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月21日 2,940,000

　本件は、地区内の国営幹線水路掛かりの用排水系
統図を作成するものであり、この調査にあたって
は、調査対象地域の実情に最も精通する者が実施す
る必要がある。　佐賀東部土地改良区は、今回の調
査対象範囲を事業範囲として土地改良施設を運営管
理しており、本業務を円滑かつ適正に実施する上で
妥当であり、十分な成果が期待できるものと判断さ
れるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3063

太陽コンサルタンツ（株）九州支
社
（福岡市博多区博多駅前2-19-
27）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業事業誌編纂業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年9月29日 19,530,000

本件はプロポーザル方式により審査をおこなった結
果太陽コンサルタンツ㈱九州支社が選定されてお
り、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3064
アジアプランニング（株）
（熊本市渡鹿7-15-27-101）

平成１７年度筑後川下流農業水利
事業土地改良施設情報管理システ
ム作成業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月6日 18,900,000

本件はプロポーザル方式により審査をおこなった結
果アジアプランニング㈱が選定されており、競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



3065
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月4日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3066
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月15日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3067
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3068
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3069
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3070
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3071
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年4月6日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3072
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年5月9日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3073
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年5月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3074
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年6月8日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3075
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年6月20日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3076
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年6月24日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3077
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年7月13日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3078
筑後川下流農業水利事業に伴う上
水道施設の移設（本設）補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
小林　和行
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年7月4日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3079
筑後川下流農業水利事業に係るそ
の他通常生ずる損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年8月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3080
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年8月8日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3081
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年8月17日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3082
筑後川下流農業水利事業に伴う上
水道施設の移設（仮設）補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年8月22日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3083
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年8月30日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3084
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年9月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3085
筑後川下流農業水利事業に係る営
業補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月25日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3086
筑後川下流農業水利事業に係る物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3087
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月24日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3088
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3089
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3090
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3091
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3092
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3093
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3094
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3095
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3096
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3097
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3098
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3099
筑後川下流農業水利事業に係る物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3100
筑後川下流農業水利事業に係る物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3101
筑後川下流農業水利事業に係る物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3102
筑後川下流農業水利事業に係る物
件移転補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月3日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3103
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年10月11日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3104
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3105
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3106
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3107
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3108
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3109
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3110
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3111
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3112
筑後川下流農業水利事業に係る土
地の使用に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3113
筑後川下流農業水利事業に係る土
地の使用に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3114
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3115
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3116
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3117
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3118
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3119
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3120
筑後川下流農業水利事業に係る土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3121
筑後川下流農業水利事業に係る土
地の使用に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3122
筑後川下流農業水利事業に係る土
地の使用に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3123
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地の取得及び物件移転に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月9日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3124
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地の取得及び物件移転に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月19日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3125
筑後川下流農業水利事業に伴う損
失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3126
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3127
筑後川下流農業水利事業に伴う損
失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3128
筑後川下流農業水利事業に伴う損
失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月6日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3129
筑後川下流農業水利事業に伴う用
地取得代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月12日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3130
筑後川下流農業水利事業に伴う用
地取得代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月12日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3131
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月12日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3132
筑後川下流農業水利事業に伴う損
失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月23日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3133
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年1月30日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3134
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3135
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月7日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3136
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月7日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3137
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月14日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3138
筑後川下流農業水利事業に伴う物
件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月14日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3139
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月14日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3140
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地使用に係る損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成17年12月26日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3141
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年2月20日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3142
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年2月20日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3143
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年3月7日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3144
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地売買契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年3月7日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3145
筑後川下流農業水利事業に伴う事
業損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年3月16日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3146
筑後川下流農業水利事業に伴う土
地使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流農業水利事
務所長　
大久保　光二
（福岡県久留米市津福今町472-
31）

平成18年3月16日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3147
ダイヤモンドリース（株）南九州
支店
（鹿児島市加治屋町15-9）

パソコン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,843,380

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3148
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

パソコン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,244,124

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



3149
ダイヤモンドリース（株）南九州
支店
（鹿児島市加治屋町15-9）

デジタル複合機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 2,646,000

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3150
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

電子複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,039,500

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3151
宮銀リース（株）
（宮崎市橘通1-6-25）

電子複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,787,940

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3152
ダイヤモンドリース（株）南九州
支店
（鹿児島市加治屋町15-9）

曽於北部建設所広幅デジタル複合
機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 837,900

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3153
鹿児島測機（株）
（鹿児島市祇園之洲町32）

カラー複合機保守契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 2,670,100

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元の代理店である
鹿児島側機（株）でなければ履行できないため競争
を許さない
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料金
22,000円　
フルカラー1
～1,000枚
28.00円他

3154
（株）久永
（鹿児島市上荒田町26-24）

曽於北部建設所カラー複合機保守
契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 4,766,326

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元の代理店である
（株）久永でなければ履行できないため競争を許さ
ない
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
基本料金　
5,000円　フ
ルカラー1～
1,000枚  
32.00円他

3155
大和工商リース（株）鹿児島支店
（鹿児島市南栄1-11-1）

輝北支所積算資料整理保管室賃貸
借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 919,800

本契約は、平成１２年度より資料整理保管のための
リースによる賃貸借契約を締結している。物件を一
旦撤去し、新たな物件を設置するより安価に契約で
きるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3156
ＪＡそお鹿児島農業協同組合
（鹿児島県曽於郡大隅町岩川
5591-1）

庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 2,699,604
本契約は、庁舎土地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3157 庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 997,776
本契約は、庁舎土地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3158
ＪＡそお鹿児島農業協同組合
（鹿児島県曽於郡大隅町岩川
5591-1）

庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,783,992
本契約は、庁舎土地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3159
鹿児島県輝北町長
（鹿児島県曽於郡輝北町上百引
3914-ロ）

庁舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,200,000
本契約は、庁舎土地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3160 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,548,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3161
（株）松島屋百貨店
（鹿児島県曽於郡末吉町本町1-2-
1）

職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 2,400,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3162 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,104,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3163
（株）丸市商店 
 （東京都江東区東陽3-16-5）

職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,356,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3164 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月1日 1,728,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3165

飛島・住友・三幸曽於東部農業水
利事業中岳ダム第一期建設工事共
同企業体
（福岡市中央区六本松3-11-28）

平成17年度曽於東部農業水利事業
中岳ダム導水管巻立その他工事 
鹿児島県曽於郡末吉町南之郷地内
H17.4.18～H17.10.4
その他工種

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月18日 73,500,000

本工事については、前工事に引続き施工される工事
であり、一体の構造物の構築等を目的とする工事
で、かつ前工事と後工事の施工者が異なる場合は瑕
疵担保責任の範囲が不明確になる等、密接不可分な
関係にあることから、現場条件や中岳ダム全体工事
工程を熟知するとともにダムの各種工事と連携を図
りながら本工事を安全・適切かつ円滑に施工可能な
業者と契約を行うことが有利であると認められるた
め
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3166
（株）久永
（鹿児島市上荒田町26-24）

平成17年度曽於北部建設所電子複
写機保守契約（その１－１）

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月1日 1,029,474

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元の代理店である
（株）久永でなければ履行できないため競争を許さ
ない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
モノカラ－
月間最低額
(8,000枚ま
で）
36,800円
8,001～
20,000枚
3.60円他

3167

曽於地域畑地かんがい営農推進本
部
（鹿児島県曽於郡大隅町岩川
5677）

平成１７年度曽於東部農業水利事
業　営農実証団地育成調査委託事
業  １式

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月27日 4,200,000

曽於東部地区の営農状況に精通し、各関係機関との
連絡調整を行い得る曽於地域畑地かんがい営農推進
本部しか委託先がなく、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3168

曽於地域畑地かんがい営農推進本
部
（鹿児島県曽於郡大隅町岩川
5677）

平成１７年度曽於南部（一期）農
業水利事業　営農実証団地育成調
査委託事業  １式

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月27日 3,700,000

曽於南部地区の営農状況に精通し、各関係機関との
連絡調整を行い得る曽於地域畑地かんがい営農推進
本部しか委託先がなく、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3169

曽於地域畑地かんがい営農推進本
部
（鹿児島県曽於郡大隅町岩川
5677）

平成１７年度曽於北部（二期）農
業水利事業　営農実証団地育成調
査委託事業  1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月27日 3,900,000

曽於北部地区の営農状況に精通し、各関係機関との
連絡調整を行い得る曽於地域畑地かんがい営農推進
本部しか委託先がなく、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



3170
曽於南部土地改良区
（鹿児島県曽於郡有明町野井倉
1756）

平成１７年度曽於南部（二期）農
業水利事業　土地改良施設点検調
査調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年8月16日 3,670,000

施設点検を行う施設は、国営事業で造成されたもの
であり、当土地改良区は事業完了後の国営造成施設
の予定管理者であるので、競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3171
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

平成17年度曽於北部（一期）農業
水利事業粟谷頭首工調査設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年9月13日 26,775,000

この業務については、プロポーザル方式により請負
先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、内
外エンジニアリング㈱が選定されており、競争を許
さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3172
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

平成17年度曽於北部農業水利事業
記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年9月13日 7,980,000

この業務については、平成１６年度にプロポーザル
方式により山陽映画㈱と契約した。事業の記録映像
撮影という特性上複数年度にわたり一貫した作業が
必要であるため、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3173
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成1６年度曽於南部（二期）農
業水利事業幹支線水路測量設計そ
の他業務（減圧弁実施設計）

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月11日 28,350,000

この業務については、プロポーザル方式により請負
先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、日
技クラウン㈱が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3174
（株）技術開発コンサルタント
（福岡市中央区天神1-2-4）

平成1７年度曽於北部（二期）農
業水利事業金丸ファームポンド調
査測量設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月13日 28,350,000

この業務については、プロポーザル方式により請負
先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、㈱
技術開発コンサルタントが選定されており、競争を
許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3175
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

平成1７年度曽於北部（二期）農
業水利事業平野ファームポンド調
査測量設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月13日 28,350,000

この業務については、プロポーザル方式により請負
先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、内
外エンジニアリング㈱が選定されており、競争を許
さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3176
（株）日本シネフイルム研究所
（東京都千代田区永田町1-5-8）

平成１７年度曽於南部（一期・二
期）農業水利事業　記録映像製作
業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年11月9日 4,683,000

この業務については、事業の記録映像撮影という特
性上、事業の進捗に応じて複数年度にわたり一貫し
た作業が必要である。このため、記録映像作品の一
貫性を確保する上で、事業当初から業務を行ってい
る（株）日本シネフイルム研究所以外の者に実施さ
せることが不利と認められるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3177

飛島・住友・三幸曽於東部農業水
利事業中岳ダム第一期建設工事共
同企業体
（福岡市中央区六本松3-11-28）

平成1６年度曽於東部農業水利事
業　中岳ダムその他（右岸法面対
策）工事
鹿児島県曽於郡末吉町南之郷地内
H17.11.18～H18.3.17
その他工種

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年11月18日 70,350,000

本工事は前工事に引き続き施工される工事であり、
前工事により発生する建設発生土を本工事の法面対
策工へ流用盛土を行うことが可能であることから経
費の節減及び工期の短縮が図られる。更に、本工事
は前工事と後工事が湛水試験の関係で早急に完了さ
せなければならない一体的な土工事であり、施工工
程上から錯綜していること等不可分な関係にあるた
め本工事を安全・適切かつ円滑に施工可能な業者と
契約を行うことが有利であると認められる
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3178
曽於南部農業水利事業に伴う行政
需要の増大に対する補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月13日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3179

平成１７年度曽於南部（二期）農
業水利事業野神幹線水路その他
（野神工区）工事に伴う水道施設
移設補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月16日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3180
アジアプランニング（株）
（熊本市渡鹿7-15-27-101）

平成１７年度曽於東部農業水利事
業事業誌作成業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年2月8日 5,460,000

本業務は、プロポーザル方式を採用しており、審査
の結果,アジアプランニング（株）が選定されてお
り、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3181
曽於南部（二期）農業水利事業に
伴う行政需要の増大に対する補償
金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年3月17日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3182
曽於南部（二期）農業水利事業に
伴う行政需要の増大に対する補償
金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年3月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3183
曽於北部農業水利事業に係る土地
代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年4月5日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3184
曽於北部農業水利事業に係る土地
代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月24日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3185
曽於北部農業水利事業に係る損失
補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年5月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3186
平成１６年度曽於南部（二期）農
業水利事業に係る立木伐採補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年6月2日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3187
曽於南部（二期）農業水利事業に
伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月21日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3188
曽於南部（二期）農業水利事業に
伴う立木伐採補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月21日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3189
曽於北部農業水利事業に伴う費用
負担金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年10月28日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3190
曽於北部（一期）農業水利事業に
伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年11月8日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3191
曽於北部（一期）農業水利事業に
係る損失補償金（立木補償）

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月21日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3192
曽於北部（一期）農業水利事業に
係る損失補償金（土地返還）

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月21日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3193
曽於北部（一期）農業水利事業に
係る損失補償金（立木補償）

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月21日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3194
曽於南部（二期）農業水利事業に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月26日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3195
曽於南部（二期）農業水利事業に
係る物件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成17年12月26日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3196
曽於南部（二期）農業水利事業に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年1月30日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3197
曽於南部（二期）農業水利事業に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年3月2日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3198
曽於北部農業水利事業に伴う費用
負担金

分任支出負担行為担当官
九州農政局曽於農業水利事務所長　
津田　幸徳
（鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方７
９９５番地）

平成18年3月16日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3199 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 1,980,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3200 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 1,200,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3201 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 1,488,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3202 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 2,688,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3203 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 1,272,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3204
久留米市長
（久留米市城南町15-3）

事務所敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
米川　公一
（福岡県久留米市荒木町白口８９
１－２０）

平成17年4月1日 2,483,350
本契約は、事務所敷地の賃貸借を行うものであり、
供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3205
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

平成１７年度諫早湾地区干陸調査
委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成17年9月20日 10,000,000

　作物収量検討は単年度試験結果だけでなく、過年
度結果を踏まえた整理が必要である。土地配分計画
は、入植希望者の営農意向を把握する必要がある。　
長崎県は昨年度も同様の調査を行っており、土地配
分計画も検討を行い、入植希望者の意向を把握して
いる。これらの条件を満たすのは長崎県のみである
ため、長崎県を委託先として事業を実施する取り決
めを行い、随意契約を締結している。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3206

太陽コンサルタンツ（株）九州支
社　
（福岡市博多区博多駅前2-19-
27）

平成１７年度矢部川上流地域　地
域整備構想検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成17年11月4日 12,705,000

この業務については、プロボーザル方式を採用して
おり、審査の結果、太陽コンサルタンツ（株）が選
定されており、競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3207
サンスイコンサルタント（株）九
州支社　
（熊本市新屋敷1-5-1）

平成１７年度駅舘川地区国営造成
水利施設予防保全調査設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成17年11月4日 21,000,000

この業務については、プロボーザル方式を採用して
おり、審査の結果、サンスイコンサルタント（株）
が選定されており、競争を許さないことから、会計
法第29条の3第4項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3208
佐賀県土地改良事業団体連合会
（佐賀市大財3-8-15）

平成１７年度　農業水利ストック
有効活用緊急整備調査（佐賀）委
託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成18年1月13日 2,677,500

本件は、多面的機能を発揮している農業水利ストッ
クについて一元的なデータベースを構築するにあた
り、このデータベースの主要な項目である農業水利
施設情報等のデジタル化・カルテ化のための情報収
集及び情報収集したデータの入力を行うものであ
る。本件の実施にあたっては、農業水利施設を管理
している土地改良区を会員とし、地域の土地改良事
業により造成された施設に関する情報にも精通し、
農業水利施設に関する情報収集能力に優れているこ
とから、佐賀県土地改良事業団体連合会以外に競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3209
熊本県土地改良事業団体連合会
（熊本市水道町15-22）

平成１７年度　農業水利ストック
有効活用緊急整備調査（熊本）委
託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成18年1月13日 1,197,000

本件は、多面的機能を発揮している農業水利ストッ
クについて一元的なデータベースを構築するにあた
り、このデータベースの主要な項目である農業水利
施設情報等のデジタル化・カルテ化のための情報収
集及び情報収集したデータの入力を行うものであ
る。本件の実施にあたっては、農業水利施設を管理
している土地改良区を会員とし、地域の土地改良事
業により造成された施設に関する情報にも精通し、
農業水利施設に関する情報収集能力に優れているこ
とから、熊本県土地改良事業団体連合会以外に競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3210
大分県土地改良事業団体連合会
（大分市城崎町2-2-25）

平成１７年度　農業水利ストック
有効活用緊急整備調査（大分）委
託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所長　
千賀　壽明
（福岡県久留米市荒木町白口891-
20）

平成18年1月13日 1,407,000

本件は、多面的機能を発揮している農業水利ストッ
クについて一元的なデータベースを構築するにあた
り、このデータベースの主要な項目である農業水利
施設情報等のデジタル化・カルテ化のための情報収
集及び情報収集したデータの入力を行うものであ
る。本件の実施にあたっては、農業水利施設を管理
している土地改良区を会員とし、地域の土地改良事
業により造成された施設に関する情報にも精通し、
農業水利施設に関する情報収集能力に優れているこ
とから、大分県土地改良事業団体連合会以外に競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3211
（株）久永宮崎支店
（宮崎市祗園3-173）

カラ－電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年4月1日 2,500,694

契約対象物件の保守にあたり、点検や部品破損時の
交換、消耗品の供給などは、製造元であるリコーの
代理店である（株）久永でなければ履行できないた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
フルカラ－
40.0基本料
金5,000他



3212
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

環境との調和への配慮に係る調査
業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年4月20日 5,000,000

当協会（九州環境管理協会）は、環境との調和に配
慮した事業実施のための調査計画・設計を行ってお
り、専門的な知識や幅広い知見に基づく技術力を有
している。また、平成１６年度も同様の業務を委託
していることから業務内容に精通しており当協会で
なければ成果が期待できないため競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

3213 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年4月1日 1,320,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3214 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年4月1日 1,320,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3215
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

南部九州管内農業開発調査に係る
調査業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年6月22日 12,800,000

この事業は、管内の農業開発等に係る整備計画及び
事業計画の基礎資料とするための資料収集・調査等
を行うものであるが、鹿児島県は、これらの収集・
調査等において地域に精通し、調査に必要な既存資
料を保持している。また、過去にも同様の委託事業
を受託しており、調査に係わる専門的知識を有して
いることから鹿児島県でなければ成果が期待できな
いため、鹿児島県を委託先として事業を実施する取
り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3216
笠野原土地改良区
（鹿屋市下高隈町4173-1）

国営土地改良事業地区調査「笠野
原地区」に係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年6月22日 7,500,000

この事業は、土地改良事業に係る土地所有状況及び
権利関係等の調査等を行うものであるが、笠野原土
地改良区は、これらの調査を実施するにあたり、地
域に精通し、調査に必要な基礎資料の収集整理及び
各調査への効率的な対応が可能である。また、過去
にも同様の委託事業を受託しており笠野原土地改良
区でなければ成果が期待できないため競争を許さな
い
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3217
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

国営土地改良事業全体実施設計
「沖永良部地区」畑地かんがい実
証展示等調査に係る調査業務の委
託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年7月21日 4,000,000

この事業は、沖永良部地区の畑地かんがい実証展示
及び土地所有状況調査について、必要な調査・地元
関係機関との調整を行うものである。畑地かんがい
実証展示は、適正な営農指導・ほ場管理が必要であ
り、土地所有状況調査は、同意徴集に向けた三条資
格者の確定が必要である。これらの調査を実施する
にあたっては、調査の性格を熟知し、地域に精通
し、関係機関を指導出来る鹿児島県でなければ成果
が期待できないため、鹿児島県を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3218
鹿児島県土地改良事業団体連合会
（鹿児島市名山町10-22）

国営土地改良事業全体実施設計
「沖永良部地区」土地所有状況等
調査に係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年7月21日 6,000,000

この事業は、沖永良部地区の土地所有状況調査及び
区画形状策定調査について、基礎資料の収集整理及
び図面等の作成を行うものである。鹿児島県土地改
良事業団体連合会は、沖永良部島内での県営事業の
畑かん・区画整理事業において、計画・設計・実
施・換地処分に至るまで一貫した業務に携わってお
り、島内において、最も現場条件・実態を把握して
おり、かつ畑かん及び区画整理事業での経験・知識
を有していることから鹿児島県土地改良事業団体連
合会でなければ成果が期待できないため競争を許さ
ない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3219

太陽コンサルタンツ（株）九州支
社　
（福岡市博多区博多駅前2-19-
27）

平成１７年度沖永良部地区代替水
源施設基本設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年8月18日 8,715,000

この業務については、プロポ－ザル方式を採用して
おり、審査の結果、太陽コンサルタンツ㈱九州支社
が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



3220
（株）ジルコ　九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度国営造成水利施設保
全対策指導事業高川ダム施設機能
診断調査業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年9月15日 9,660,000

この業務については、プロポ－ザル方式を採用して
おり、審査の結果、㈱ジルコ九州支社が選定されて
おり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3221
富士マイクロ（株）
（熊本市水前寺6-46-1）

平成１７年度ＰＲ用模型修正業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成17年11月2日 1,522,500

　この業務は、地下ダムの仕組みを広く一般にＰＲ
することを目的として、平成１５年度に作成した模
型を計画の見直しによりその一部を修正するもので
ある。富士マイクロ（株）は、平成１５年度の模型
作製に携わっており、本模型の構造を熟知し模型の
修正を適正かつ敏速に行うことができるため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3222
宮崎県土地改良事業団体連合会
（宮崎市柳丸町388-14）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査（宮崎県）に
係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成18年1月31日 1,669,500

本件は、多面的機能を発揮している農業水利ストッ
クについて一元的なデータベースを構築するにあた
り、このデータベースの主要な項目である農業水利
施設情報等のデジタル化・カルテ化のための情報収
集及び情報収集したデータの入力を行うものであ
る。本件の実施にあたっては、農業水利施設を管理
している土地改良区を会員とし、地域の土地改良事
業により造成された施設に関する情報にも精通し、
農業水利施設に関する情報収集能力に優れているこ
とから、宮崎県土地改良事業団体連合会以外に競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3223
鹿児島県土地改良事業団体連合会
（鹿児島市名山町10-22）

平成１７年度農業水利ストック有
効活用緊急整備調査（鹿児島県）
に係る調査業務の委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所長　
泉本　和義
（宮崎県都城市志比田町4778-1）

平成18年1月31日 2,467,500

本件は、多面的機能を発揮している農業水利ストッ
クについて一元的なデータベースを構築するにあた
り、このデータベースの主要な項目である農業水利
施設情報等のデジタル化・カルテ化のための情報収
集及び情報収集したデータの入力を行うものであ
る。本件の実施にあたっては、農業水利施設を管理
している土地改良区を会員とし、地域の土地改良事
業により造成された施設に関する情報にも精通し、
農業水利施設に関する情報収集能力に優れているこ
とから、鹿児島県土地改良事業団体連合会以外に競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3224
ＮＥＣリース（株）熊本支店　
日本電気（株）熊本支店
（熊本市水道町8-6）

九州農政局現場支援システムサー
バ賃貸借　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局土地改良技術事務所長　
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年4月1日 3,276,000

本件は、農林水産省における農業農村整備事業の円
滑な運用に資するために利用している「農業農村整
備情報ﾈｯﾄﾜｰｸ」のの環境下において、「現場業務支
援ｼｽﾃﾑ」を格納し同ｼｽﾃﾑ利用者へのｻｰﾋﾞｽを提供す
るために平成１７年３月よりｻｰﾊﾞｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器等を
導入し運用している。　本件はこのｻｰﾊﾞｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機
器等の賃貸借及び保守作業に関わる契約のことであ
る。　本賃貸借は平成１６年度に契約したリース契
約の２年目であり、同一業者から長期間にわたって
ﾘｰｽすることにより毎月少額での調達が可能なため
（会計法29条の３第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3225
日本電気（株）九州支社
（福岡市博多区御供所町1-1）

九州農政局農業農村整備情報ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑ機器保守業務　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局土地改良技術事務所長　
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年4月1日 4,042,500

農林水産省における農業農村整備事業の円滑な運用
に資するため、各拠点において運用されている「農
業農村整備情報ﾈｯﾄﾜｰｸ用WANｼｽﾃﾑ」におけるﾈｯﾄﾜｰｸ
機器(ﾚｲﾔ3ｽｲｯﾁ)の保守作業を行うにあたっては、本
システムの秘匿性、障害時の対応等管理運用面にお
いて当該機器を納入・設定した日本電気（株）しか
履行できず競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3226
セコム（株）
（東京都渋谷区神宮1-5-1）

庁舎警備請負業務契約　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局土地改良技術事務所長　
平林　詩朗
（熊本市東町４丁目5-7）

平成17年4月1日 1,046,676
セコム（株）は、当事務所の設置に当たり警備装置
の施工を実施しているため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3227
松下リース・クレジット（株）九
州支店
（福岡市南区西長住1-1-52）

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 1,026,900

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



3228 庁舎敷地賃借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 2,682,600
本契約は庁舎等用地の賃貸借であり、供給者が一に
特定され競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3229 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 2,784,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3230
（株）ユメックス
（佐賀市兵庫町藤木958-3）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 2,623,200
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3231 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 1,272,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3232 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 1,248,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3233
九州電力（株）佐賀営業所
（佐賀市神野東2-3-6）

佐賀西部導水路白石線(高柳二工
区)工事に伴い支障となる電気工
作物移設等移転工事

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日 3,142,830

佐賀西部導水路白石線(高柳二工区)工事に伴い支障
となる九州電力㈱所有の電気工作物移設等移転であ
るため他に競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3234
（株）熊谷組九州支店
（福岡市中央区大手門1-4-1）

筑後川下流白石平野(一期)農業水
利事業佐賀西部導水路白石線国道
横断部田面復旧工事
佐賀県小城市牛津町上砥川地内
H17.4.8～H17.5.17
水路トンネル

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月8日 9,240,000

佐賀西部導水路白石線（国道横断）工事において使
用した仮設用地の復旧に係る工事であり、本工事に
おける復旧農地は基盤が有明粘土(日本有数の軟弱
地盤)となっていることから、復旧に際しては現場
状況に熟知していることが必要とされ、安全・円滑
かつ適切な施工を確保するうえで、前工事施工者以
外の者に施工させることが不利と認められるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3235

筑後川下流土地改良事業推進協議
会
（佐賀県城島郡白石町大字坂田
253-1）

筑後川下流白石平野(一期)農業水
利事業　農地転用等実態調査等委
託業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月19日 2,404,470

筑後川下流白石平野地区のかんがい用水の水管理を
行う等、用水ブロックの状況や受益地域の営農に精
通しており本業務を最も効率的かつ効果的に行うこ
とができるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3236
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

筑後川下流白石平野農業水利事業　
佐賀西部導水路白石線他路線検討
業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年6月29日 27,300,000

この業務は,ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式を採用しており,審査の
結果,日技ｸﾗｳﾝ㈱九州支社が選定されており,競争を
許さない
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3237
若鈴コンサルタンツ（株）九州支
店
（熊本市新生2-3-1）

筑後川下流白石平野(一期)農業水
利事業佐賀西部導水路白石線（前
満江工区）補足設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年7月14日 2,205,000

本業務は,平成14年度筑後川下流白石平野(一期)農
業水利事業佐賀西部導水路白石線牛津川横断調査測
量設計業務及び成16年度筑後川下流白石平野(一期)
農業水利事業佐賀西部導水路白石線牛津川横断工補
足設計業務の成果を元に平成17年度工事計画に合わ
せた補足設計を行うものであり,両業務を実施した
業者は現地状況を把握しているとともに設計条件,
設計内容を熟知していることから,設計関係資料の
把握作業等が省略できるため｡
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3238
九州電力（株）佐賀営業所
（佐賀市神野東2-3-6）

佐賀西部導水路白石線(高柳工区)
工事に伴う電気工作物移設等工事
請負代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成18年2月10日 4,539,609

本件は,筑後川下流白石平野(一期)農業水利事業 佐
賀西部導水路白石線(上新屋敷工区)工事に伴い支障
となる電気工作物の移設等を実施するものである。
「土地改良事業の施工に伴う電気工作物の移設等に
関する申し合わせ(平成15年6月26日)」に基づき、
対象となる電気工作物の管理者である九州電力㈱佐
賀営業所が実施するため,他に競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3239
（社）佐賀県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（佐賀市城内二丁目11番10-1号）

平成17年度筑後川下流白石平野農
業水利事業佐賀県公共嘱託登記
(土地家屋調査士)業務単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月15日 1,808,723

公共用地として取得等した土地等の分筆登記に必要
な事務を遅滞なく,かつ,適正に進める上で登記業務
の特殊性及び登記件数の膨大さを考慮する必要があ
るが,法律の規定に基づき設立され,多数の土地家屋
調査士が会員として登録している当該協会は,嘱託
登記事務処理を適正かつ迅速に処理できる唯一の団
体である。よって,契約の性質上,競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3240
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3241
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3242
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3243
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3244
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3245
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3246
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地使用補償契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3247
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う物件移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年5月20日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3248
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う建物修復補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年7月22日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3249
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う農業補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年8月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3250
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成17年11月15日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3251
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う事業損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成18年2月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3252
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成18年2月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3253
筑後川下流白石平野農業水利事業
に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白石平野農
業水利事業所長　
西中　敏之　
（佐賀県杵島郡白石町大字東郷
1612-3）

平成18年3月2日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3254 庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年4月1日 5,494,776
 本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、
供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3255
（株）南九州不動産
（人吉市土手町32）

職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年4月1日 3,984,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3256 職員宿舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年4月1日 1,842,564
 本契約は、職員宿舎の敷地賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3257 職員宿舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年4月1日 1,192,812
 本契約は、職員宿舎の敷地賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3258
熊本県知事
（熊本市水前寺6-18-1）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
新利水計画策定に向けた取組みに
関する総合調整業務委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年4月1日 28,820,000

新利水計画の策定、実施が急務であるため、関係機
関および関係団体との総合調整業務を委託するもの
であり、熊本県を委託先として事業を実施する取り
決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り



3259
人吉市長
（人吉市麓町16）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　　一
式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 1,770,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、人吉市を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3260
熊本県錦町長
（熊本県球磨郡錦町大字一武
1587）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 1,570,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、錦町を委託先として事業を
実施する取り決めを行い随意契約を締結している
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3261
熊本県あさぎり町長
（熊本県球磨郡あさぎり町免田東
1199）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 2,230,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、あさぎり町を委託先として
事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結して
いる。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3262
熊本県多良木町長
（熊本県球磨郡多良木町1648）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 2,100,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、多良木町を委託先として事
業を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3263
熊本県相良村長職務代理者　
（熊本県球磨郡相良村大字深水
2500-1）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 1,950,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、相良村を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3264
熊本県山江村長　
（熊本県球磨郡山江村大字山田甲
1356-1）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月16日 2,510,000

当委託事業は、新利水計画の同意取得及び事業計画
策定に必要な基本的情報の更新を行うべく、一筆
（名寄せ）調書を作成、確認調査を行うものであ
る。地元情勢を十分に把握した上での作業が前提且
つ重要であることから、山江村を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3265
川辺川総合土地改良事業組合
（熊本県球磨郡山江村字山田乙
1366-1）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
事業計画推進業務委託事業　一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月20日 3,550,000

本委託業務は、川辺川土地改良事業推進に必要な三
条資格者の特定作業として、当組合所有の資格者名
簿を元に資格者の生死の確認及びその相続者の特
定、更には農業委員会備え付けの農業基本台帳から
耕作者の確認を行うものである。これらの作業は関
係市町村との緊密な連絡のもとに行う必要があるこ
とから、関係市町村で構成する一部事務組合である
本事業組合を委託先として業務を実施する取り決め
を行い、随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3266
富士マイクロ（株）
（熊本市水前寺6-46-1）

平成１６年度川辺川農業水利事業　
事業計画変更（集落座談会資料印
刷）業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年5月31日 8,295,000

　５月２９日（日）「川辺川土地改良事業に係る第
５回意見交換会の開催等に関する事前協議」合意事
項により、『川辺川土地改良事業に関する市町村別
説明会』及び『農家同士の話し合い』の開催日程が
６月４日から行われることとなった。説明会案内の
ための新聞折込チラシ及び説明会資料の印刷業務発
注から納入までの十分な期間が確保できず、その納
期で受注可能な業者が富士マイクロ（株）のみで
あったため競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3267
熊本県あさぎり町長
（熊本県球磨郡あさぎり町免田東
1199）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
飼料畑かんがい試験調査業務委託
事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年6月1日 1,200,000

　この事業は国営川辺川地区の造成団地（畑地帯）
において、事業推進のために飼料畑営農の実証を行
い、今後の施設計画に反映させ、当事業の円滑な推
進及び営農対策に資するものである。当該団地はあ
さぎり町が設置し、関係受益者で組織された畑かん
水利組合により運営されている水源を利用した営農
が行われており、窓口であるあさぎり町以外に委託
できるものはないため、あさぎり町を委託先として
事業を実施する取り決めを行い随意契約を締結して
いる。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3268
中央開発（株）九州支社
（福岡市城南区鳥飼6-3-27）

平成17年度川辺川農業水利事業　
暫定水源調査（山本団地）業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年6月8日 7,350,000
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため
（予決令第９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

3269
（株）トヨタレンタリース熊本
（熊本市新屋敷1-5-17）

川辺川土地改良事業に係るアン
ケート回収等に伴う小型自動車賃
貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年6月27日 1,102,500

当該地域の業者のうち、該当車種の必要台数を確実
に揃えることが可能な業者は１社のみであったため
競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3270
熊本県球磨地域農業協同組合
（熊本県球磨郡錦町一武2657-4）

平成１７年度川辺川農業水利事業　
営農推進対策調査委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局川辺川農業水利事業所
長　
播磨　宗治
（人吉市瓦屋町1713-1）

平成17年6月28日 4,935,000

　この事業は国営川辺川地区において、畑地かんが
い営農の有効性を実証し、ＰＲおよび普及を行うも
のであり、そのための実証展示ほ場の設置や実証試
験・調査を実施するものである。そこで、本地域の
営農状況や、関係機関との調整に精通し、営農支援
の体制が整っている唯一の機関である球磨地域農業
協同組合に委託するものであり、競争を許さないた
め
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3271 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局大野川上流農業水利事
業所庶務係長　
高木　忠
（熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成17年4月1日 1,440,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3272 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局大野川上流農業水利事
業所庶務係長　
高木　忠
（熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成17年4月1日 960,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3273
（有） 田崎興業　
（竹田市穴井迫502-1）

平成17年度大野川上流農業水利事
業大蘇ダム網場管理用道路災害復
旧工事
熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内
H17.6.11～H17.7.15
道路

分任支出負担行為担当官
九州農政局大野川上流農業水利事
業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成17年6月1日 15,540,000

大雨による道路の災害に伴う復旧工事であり、緊急
に施工しなければならない工事であって、競争に付
する時間的余裕がなかったため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



3274
大成基礎設計（株）九州支社
（福岡市博多区春町1-6-6）

平成16年度大野川上流農業水利事
業水管理施設その他（流向流速計
設置）工事
熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内
H17.11.18～H18.2.15
その他工種

分任支出負担行為担当官
九州農政局大野川上流農業水利事
業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成17年11月18日 5,985,000

本工事は、大蘇ダム管理のため、地下水流向流速計
の設置を行う工事である。本工事で使用する流向流
速計は、現地の状況から電位差方式の機種を設置す
る必要がある。この電位差方式については大成基礎
設計㈱が特許を有しており、また設置技術を有して
いるのも同社以外には無く、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3275
日本振興（株）九州支店 
（福岡市博多区博多駅東2-5-21）

平成17年度大野川上流農業水利事
業大蘇ダム試験湛水管理その１業
務　１式

分任支出負担行為担当官
九州農政局大野川上流農業水利事
業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成18年3月17日 21,000,000

前業務に引き続き実施される業務であり、①数多く
の現地観測機器の位置を熟知していること、②洪水
等の作業を経験しており的確な判断と活動ができる
こと、③他の者が請け負った場合、機器の位置確認
や操作の把握、洪水時の的確な判断や活動、試験湛
水経過把握などに膨大な時間が必要となり、安全で
確実な試験湛水の実施に支障を来すことが予想され
る。以上により、一貫した業務施行が必要とされ、
安全・円滑かつ適切な実施を確保するうえで、前業
務実施者以外の者にさせることが不利と認められる
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3276
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成17年度大野川上流農業水利事
業大蘇ダム完成検査資料作成業務　
１式

分任支出負担行為担当官
九州農政局大野川上流農業水利事
業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成18年3月17日 14,490,000

前業務に引き続き実施される業務であり、①経験を
有しているいること、②引き続き業務を行う事で完
成検査資料に一貫性が図れること、③他の者が請け
負った場合、ダムの設計及び地質状況、前年度の試
験湛水状況の把握などに膨大な時間が必要となり、
後の完成検査に支障を来すことが予想される。以上
により、一貫した業務施行が必要とされ、円滑かつ
適切な実施を確保するうえで、前業務実施者以外の
者にさせることが不利と認められるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3277
大成基礎設計（株）九州支社
（福岡市博多区春町1-6-6）

平成17年度大野川上流農業水利事
業大蘇ダム流向流速計設置工事
熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内
H18.3.20～H18.10.5
その他工種

分任支出負担行為担当官
九州農政局大野川上流農業水利事
業所長
原田　稔
(熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿
2084-5）

平成18年3月20日 5,985,000

本工事は、大蘇ダム管理のため、地下水流向流速計
の設置を行う工事である。本工事で使用する流向流
速計は、現地の状況から電位差方式の機種を設置す
る必要がある。この電位差方式については大成基礎
設計㈱が特許を有しており、また設置技術を有して
いるのも同社以外には無く、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3278
日本技研（株）九州支店
（熊本市神水1-3-1）

切原ダム水理模型実験補足業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長　
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年5月25日 9,870,000

本業務については、継続業務であり日本技研（株）
九州支店以外のものが請け負った場合、現場条件等
の把握、ダムの模型の制作に相当の時間と労力を要
し、平成１７年６月下旬に開催予定の切原ダム技術
検討委員会への報告が不可能となるため競争を許さ
ない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3279
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

調整池改修工実施設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長　
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年7月11日 13,125,000

本業務については、継続業務であり内外エンジニア
リング（株）以外のものが請け負った場合、過年度
業務において検討を行った新工法による改修工法
や、仮説計画において重要な要素である本地区にお
ける水利用の特殊性を十分把握する必要があるため
相当の時間と労力を要するため当社以外に請け負わ
せることが不利となるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3280
山陽映画（株）
（岡山市西川原10-1）

記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長　
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年10月20日 7,350,000

本業務については、尾鈴農業水利事業の一環として
建設する主要施設等の工事経過を記録し，技術資料
とするとともに，受益農家及び一般地域住民の事業
に対する認識を啓発するための記録映像を製作する
ものである。本業務は，昨年度プロポーザル方式に
より契約を行ったが業務の性質上継続的に製作する
必要があるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）



3281
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

綾川二期農業水利事業佐土原幹線
水路（その１）実施設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長　
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年12月28日 27,300,000

本業務は、プロポーザル方式建設コンサルタント選
定委員会により特定された業者であり、契約の性質
又は目的が競争を許さないものとなるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3282
（株）チェリーコンサルタント九
州支社
（熊本市神水1-24-1）

綾川二期農業水利事業法ヶ岳導水
路補修工施工計画検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長　
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年12月28日 21,630,000

本業務は、プロポーザル方式建設コンサルタント選
定委員会により特定された業者であり、契約の性質
又は目的が競争を許さないものとなるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3283
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年7月28日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3284
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年7月28日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3285
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年9月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3286
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3287
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3288
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年10月28日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3289
綾川二期農業水利事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年10月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3290
綾川二期農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年12月15日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3291
（有）ひまわり企画　
（宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋
4659番地）

平成１７年度職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年4月1日 1,980,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3292 平成１７年度職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年4月1日 1,272,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3293 平成１７年度職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年4月1日 1,296,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3294 平成１７年度職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年4月1日 5,232,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3295 平成１７年度職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局尾鈴農業水利事業所長
野道　彰一
（宮崎県児湯郡川南町大字川南１
９４０３－４）

平成17年4月1日 4,020,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3296
宮銀リース（株）
（宮崎市橘通東1-6-25）

カラーコピー賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月1日 879,480

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3297
大和工商リース（株）福岡支店
（福岡市博多区東比恵1-4-5）

資料倉庫等賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月1日 1,073,100

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3298
（社）小林交通安全協会
（小林市大字堤2936）

庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月1日 4,056,000
本契約は事業所敷地として使用する土地の賃貸借契
約であり、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第29条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3299
西諸木材産業（株） 
（小林市大字細野1623）

職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月1日 1,464,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3300
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

浜ノ瀬ダム希少植物調査業務委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月11日 23,583,000

　本業務は、浜ノ瀬ダム周辺に生育する希少植物に
関する調査であり、本業務の遂行にあたっては、高
度な専門的知識を有し、かつ本地域の希少植物等の
生育状況に精通している当協会以外では成果が期待
できないため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3301
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

浜ノ瀬ダム生態系保全措置検討調
査業務委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月11日 11,413,500

　本業務は、浜ノ瀬ダム周辺に生息する猛禽類の調
査であり、本業務の遂行にあたっては、高度な専門
的知識を有し、かつ本地域の猛禽類の生態に精通し
ている当協会以外では成果が期待できないため競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3302
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

浜ノ瀬ダム希少動物調査業務委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年4月15日 32,056,500

　本業務は、浜ノ瀬ダム周辺に生育する希少動物に
関する調査であり、本業務の遂行にあたっては、高
度な専門的知識を有し、かつ本地域の希少動物等の
生息状況に精通していること当協会以外では成果が
期待できないため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3303
サンスイコンサルタント（株）九
州支社　
（熊本市新屋敷1-5-1）

平成17年度　西諸（二期）農業水
利事業　三之宮水管橋実施設計業
務　１式

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年10月11日 30,450,000

この業務は、プロポーザル方式を採用しており、審
査の結果、サンスイコンサルタント(株)九州支社が
選定されており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



3304
アジアプランニング（株）
（熊本市渡鹿7-15-27-101）

平成17年度　西諸農業水利事業　
西諸地区事業再評価基礎資料作成
業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年10月19日 9,240,000

この業務は、プロポーザル方式を採用しており、審
査の結果、アジアプランニング(株)が選定されてお
り、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3305
山陽映画（株）九州営業所
（福岡市中央区天神5-5-19）

平成17年度　西諸農業水利事業　
西諸地区記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年11月2日 7,770,000

この業務は、プロポーザル方式を採用しており、審
査の結果、山陽映画（株）九州営業所が選定されて
おり、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3306
（株）高崎総合コンサルタント　
（久留米市東合川3-7-5）

西諸(二期)農業水利事業　坂下調
整池実施設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年12月19日 18,480,000

この業務は、プロポーザル方式を採用しており、審
査の結果、(株)高崎総合コンサルタントが選定され
ており、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3307
西諸（二期）農業水利事業に伴う
土地代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年5月30日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3308
西諸（二期）農業水利事業に伴う
損失補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年9月13日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3309
西諸(二期)農業水利事業に伴う土
地代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局西諸農業水利事業所長　
佐々木　正恕
（宮崎県小林市大字堤3020-5）

平成17年12月1日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3310
宮銀リース（株）
（宮崎市橘通東1-6-25）

大型複写機賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 900,900

本件は平成１４年度に契約締結したリース契約の更
新（４年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3311
宮銀リース（株）
（宮崎市橘通東1-6-25）

カラ－コピ－機賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 879,480

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3312 宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 854,424
本契約は、職員宿舎敷地の賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3313 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 2,784,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3314
（有）グリーン商事
（都城市栄町27-2-1）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 4,968,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3315 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,080,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3316 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,212,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3317 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,344,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3318 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,392,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3319
ダイワハウス工業（株）宮崎支店
（宮崎市宮崎駅東3-1-3）

職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,008,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3320
都城市長
（都城市姫城町6-21）

庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年4月1日 1,933,186
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3321
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

木之川内ダム動植物把握調査委託
業務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年5月11日 9,481,500

当協会（九州環境管理協会）は、生態系調査、環境
計画を専門とする法人であり、幅広い知見に基づく
専門的な知識や技術力を有している。また、九州地
方における同様の調査実績と豊富な経験・知識を有
し、本調査場所周辺においても継続的な調査を実施
している。業務内容に精通している当協会でなけれ
ば成果が期待できないため競争を許さない（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3322
都城盆地農業農村整備事業促進協
議会
（都城市姫城町6-21）

都城盆地地区営農推進調査委託業
務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年7月27日 1,030,000

本業務は、都城盆地地区における畑地かんがい事業
に関する受益地状況確認調査及び啓発・広報等を行
うものである。委託先である本協議会は、１市５町
にまたがる都城盆地地区に関する情報の収集・分析
評価や関係機関等との密接な連携が可能であるとと
もに、啓発・広報の効果が期待できる唯一の機関で
あるため、本協議会でなければ適切な成果が期待で
きないため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3323
都城市長
（都城市姫城町6-21）

都城市営農調査委託業務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年7月27日 1,430,000

本業務は、都城市内に位置するモデルほ場を活用し
て畑地かんがいについての調査を行い、畑地かんが
い営農の普及・定着を図るものである。都城市は、
業務の実施に必要となる関係農家との協議調整が可
能であるとともに、地域営農の展開方向に精通し、
農業振興について指導的立場にある唯一の機関であ
るため、都城市を委託先として事業を実施する取り
決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3324
山陽映画（株）九州営業所
（福岡市中央区天神5-5-19）

記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月20日 1,575,000

この業務についてはプロポ－ザル方式を採用してお
り、審査の結果、（株）山陽映画（株）九州営業所
が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



3325
都城盆地農業農村整備事業促進協
議会
（都城市姫城町6-21）

都城盆地畑地かんがい調査委託業
務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月20日 1,680,000

本業務は、都城盆地地区における畑地かんがい事業
に関する営農体系調査、農業振興状況調査等を行う
ものである。委託先である本協議会は、都城盆地地
区を包括的に把握し、事業に対する情報収集及び分
析・評価等が地区全体として実現可能であり、関係
機関との連携による地域農業振興にも寄与できる唯
一の機関である。本協議会でなければ適切な成果が
期待できないため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3326
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

長尾下ファームポンド調査測量設
計業務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年12月19日 25,935,000

この業務についてはプロポ－ザル方式を採用してお
り、審査の結果、内外エンジニアリング（株）福岡
支社が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3327
都城盆地農業水利事業に伴う土地
取得

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月13日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3328
都城盆地農業水利事業に伴う土地
取得

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月13日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3329
都城盆地農業水利事業に伴う損失
補償

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3330
都城盆地農業水利事業に伴う土地
取得

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年9月29日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3331

日化エンジニアリング（株）九州
支社　
（福岡市博多区博多駅中央街5-
12）

田辺支線水路他（道路推進工）調
査設計業務

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成17年12月22日 12,075,000

この業務についてはプロポ－ザル方式を採用してお
り、審査の結果、日化エンジニアリング（株）九州
支社が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3332
都城盆地農業水利事業に伴う土地
取得

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成18年1月31日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3333
都城盆地農業水利事業に伴う水源
枯渇補償

分任支出負担行為担当官
都城盆地農業水利事業所長　
伊藤　一幸
（宮崎県都城市都北町５２２５－
５）

平成18年3月29日

公共事業の施工に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起因して損害
等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の
相手方が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3334
（有）サツマ警備保障
（鹿児島県肝属郡高山町前田
3954-4）

平成１７年度肝属中部（二期）農
業水利事業愛宕山周辺警備等業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 3,586,800

履行場所は、土砂崩壊地であり、地元住民との機微
な対応が求められており、緊急時には迅速な対応が
求められるところ、平成１７年３月より夜間監視を
請負っている実績があり、周辺に競争する業者が存
在しないため競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3335
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

パソコン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,323,000

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（2年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



3336
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

パソコン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 803,880

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（3年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3337
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

デジタル図面複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,077,300

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（2年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3338
（株）コマツレンタル鹿児島鹿屋
営業所鹿屋店
（鹿屋市西祓川143-1）

仮設保管庫賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,621,620

当該物件については平成１５年度より事業所として
発足したことに伴い執務室確保のため同年度より図
面等の仮設保管庫として賃貸借を行っており、毎年
度入札等を行うことが、経済的に不利である
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3339 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,728,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3340 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,476,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3341 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,980,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3342 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 4,620,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3343 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 2,526,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3344 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,344,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3345 事業所駐車場用地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 848,400
本契約は、当事業所庁舎等の賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3346
鹿屋市長
（鹿屋市共栄町20-1）

事業所庁舎用地賃貸借料

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,026,400
本契約は、当事業所庁舎等の賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3347
鹿児島県肝属農業改良普及セン
ター
（鹿屋市打馬2-16-6）

高山支所庁舎建物使用料

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 877,954
本契約は、当事業所庁舎等の賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3348
鹿屋市長
（鹿屋市共栄町20-1）

肝属中部地区（鹿屋市）３条資格
者他整理業務委託事業に係る経費

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年5月10日 1,290,000

この業務は計画変更取扱要領に基づく事務処理と有
資格者の取り纏めを行うものである、そのため現計
画の関係機関である鹿屋市を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3349
鹿児島県高山町長
（鹿児島県肝属郡高山町新富98）

肝属中部地区（高山町）３条資格
者他整理業務委託事業に係る経費

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年5月10日 1,020,000

この業務は計画変更取扱要領に基づく事務処理と有
資格者の取り纏めを行うものである、そのため現計
画の関係機関である高山町を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3350
鹿児島県吾平町長
（鹿児島県肝属郡吾平町3317）

肝属中部地区（吾平町）３条資格
者他整理業務委託事業に係る経費

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年5月10日 1,240,000

この業務は計画変更取扱要領に基づく事務処理と有
資格者の取り纏めを行うものである、そのため現計
画の関係機関である吾平町を委託先として事業を実
施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3351
肝属中部地域畑地かんがい営農推
進本部
（鹿屋市打馬2-16-6）

大規模土地改良地域営農実証団地
育成調査業務委託事業に掛かる経
費

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年5月24日 5,650,000

推進本部は平成１１年度から本業務に携わっており
本地域の営農特色や営農状況等について精通してい
るため競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3352
（有）サツマ警備保障
（鹿児島県肝属郡高山町前田
3954-4）

平成１７年度肝属中部（二期）農
業水利事業愛宕山周辺警備等（そ
の２）業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年6月1日 1,764,000

履行場所は土砂崩壊地であり、愛宕山周辺警備等業
務では応急対策工事の土留工完成までとしていた。
しかしながら梅雨時期にはいることから地元住民の
心情に配慮し梅雨明けまでの監視体制を維持するこ
ととし、新たに本業務を発注することとした。な
お、当該業者は現場状況等熟知しているため競争を
許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3353
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平成１７年度肝属中部（二期）農
業水利事業記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年6月9日 9,765,000

本業務は、平成１６年度肝属中部（二期）農業水利
事業記録映像製作業務において、業務期間を平成１
６年～平成２０年度としたﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式で契約し
ているため競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3354
若鈴コンサルタンツ（株）九州支
店
（熊本市新生2-3-1）

平成１７年度肝属中部（一期）農
業水利事業荒瀬導水路測量設計そ
の他業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年9月13日 28,875,000

本業務は、プロポーサル方式に基づく建設コンサル
タント等の特定手続きに基づく技術提案書の審査結
果により採用した業者と契約を結んだため競争を許
さない
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3355
ＮＥＣリース（株）南九州支店
（鹿児島市中町11-11）

パソコン賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,998,360

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（3年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3356
松下リース・クレジット（株）九
州支店鹿児島オフィス
（鹿児島市上荒田36-11）

デジタル図面複写機賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日 1,101,240

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（2年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3357
肝属中部農業水利事業に係る土地
売買契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3358
肝属中部農業水利事業に係る損失
補償契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3359
肝属中部農業水利事業に係る損失
補償契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3360
肝属中部農業水利事業に係る損失
補償契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
長谷部　均
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年5月16日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3361
肝属中部農業水利事業に係る土地
売買契約金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3362
肝属中部農業水利事業に係る費用
負担契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3363
肝属中部農業水利事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年12月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3364 行政需要に関する契約代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成18年3月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3365
肝属中部農業水利事業に伴う用地
取得代金

支出負担行為担当官
九州農政局長　
南部　明弘
(熊本市二の丸１－２)

平成17年11月18日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3366
肝属中部農業水利事業に伴う損失
補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年10月7日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3367
肝属中部農業水利事業に伴う損失
補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年10月7日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3368
肝属中部農業水利事業に伴う損失
補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年10月7日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3369
肝属中部農業水利事業に伴う損失
補償代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成17年10月7日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3370
肝属中部農業水利事業に伴う土地
代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業水利事業
所長　
清水　洋一
（鹿児島県鹿屋市新川町５９７番
地）

平成18年1月16日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3371
リコーリース（株）福岡支社
 （福岡市博多区博多駅東2-10-
35）

大型複写機賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 825,300

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3372
松下リースクレジット（株）九州
支店鹿児島オフィス
（鹿児島市上荒田町36-11）

パソコン賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 895,230

本件は平成１４年度に契約締結したリース契約の更
新（４年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3373
大和工商リース（株）鹿児島支店
（鹿児島市南栄1-11-1）

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム建設工
事設計積算作業室等賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 2,998,800

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3374

鹿児島県天城町長　
　　
　　
　
（鹿児島県大島郡天城町土野
2691-1）

庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 960,000
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3375 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 10,632,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3376 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 1,320,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3377 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 3,408,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3378 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 1,488,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3379 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月1日 4,104,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3380
（株）公共事業通信社
（東京都港区芝公園2-4-9）

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月18日 4,494,000

この業務については、平成１６年度にプロポーザル
方式により（株）公共事業通信社と契約し継続して
製作する必要があり、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3381
日本技研（株）九州支店
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム施工技
術検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月20日 26,250,000

この業務については、徳之島ダム建設工事の設計及
び河川協議変更資料等を作成するため設計等に精通
していない者が実施した場合、齟齬・成果品の遅れ
が予想され河川協議等が遅延しダム本体工事及び事
業全体の遅れにつながる恐れがある。当業務を速や
か且つ高精度に実施させるためには過年度より設計
業務等を実施している日本技研（株）九州支店以外
に業務を実施させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3382
アジア航測（株）鹿児島支店
（鹿児島市新屋敷町16-201）

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム天然記
念物等調査検討業務（一式）

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年5月2日 34,755,000

この業務は、徳之島ダム建設工事における環境保全
対策の策定及び工事が及ぼす環境への影響について
のモニタリングを主としたものである。このため、
工事区域内の希少野生動物の生態に関して熟知し、
これらの生息環境の保全に関して高度な知識と豊富
な経験が必要なため当該地区の生態調査等長年実施
しているアジア航測（株）鹿児島支店以外に業務を
実施させることは不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3383
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

平成１７年度徳之島用水（二期）
農業水利事業　畑地かんがい効果
調査研究委託業務（一式）

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月20日 4,500,000

この業務については、施設・経験・各種データを有
する島内唯一の機関（鹿児島県農業試験場徳之島試
場）を所管する鹿児島県以外にないため、鹿児島県
を委託先として事業を実施する取り決めを行い随意
契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3384
徳之島土地改良区
（鹿児島県大島郡徳之島町亀津
7113-4）

平成１７年度徳之島用水（二期）
農業水利事業　営農状況調査委託
業務（一式）

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月24日 2,600,000

本委託業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第
２９条第４項の規定により、組合員及び事業に利害
関係のある者から閲覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされている賦課台帳（土地
原簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3385
鹿児島県徳之島町長　
（鹿児島県大島郡徳之島町亀津
7203）

平成１７年度徳之島用水（一期・
二期）農業水利事業　徳之島町受
益地確認資料作成委託業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年8月2日 2,850,000

この業務については、各受益地区における面積の確
認・変動理由の整理を行うものである。そのため、
本事業計画及び受益地内の事業に精通し、各関係機
関との連携、農家の意向及び営農状況の把握等が可
能な唯一の機関である徳之島町を委託先として事業
を実施する取り決めを行い随意契約を締結してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3386
鹿児島県天城町長　
（鹿児島県大島郡天城町平土野
2691-1）

平成１７年度徳之島用水（一期・
二期）農業水利事業　天城町受益
地確認資料作成委託業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年8月2日 2,830,000

この業務については、各受益地区における面積の確
認・変動理由の整理を行うものである。そのため、
本事業計画及び受益地内の事業に精通し、各関係機
関との連携、農家の意向及び営農状況の把握等が可
能な唯一の機関である天城町を委託先として事業を
実施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3387
鹿児島県伊仙町長　
（鹿児島県大島郡伊仙町伊仙
1842）

平成１７年度徳之島用水（一期・
二期）農業水利事業　伊仙町受益
地確認資料作成委託業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年8月2日 2,740,000

この業務については、各受益地区における面積の確
認・変動理由の整理を行うものである。そのため、
本事業計画及び受益地内の事業に精通し、各関係機
関との連携、農家の意向及び営農状況の把握等が可
能な唯一の機関である伊仙町を委託先として事業を
実施する取り決めを行い随意契約を締結している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3388
（株）技術開発コンサルタント
（福岡市中央区天神1-2-4）

平成１７年度徳之島用水（二期）
農業水利事業　水管橋標準設計検
討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年9月26日 18,900,000

この業務については、プロポーザル方式で請負先を
公募し、審査の結果、㈱技術開発コンサルタントが
選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3389
コーアツ工業（株）　
（鹿児島市伊敷5-17-5）

平成１７年度徳之島用水（二期）
農業水利事業　伊仙幹線水路本川
橋梁添架工事　
　　
鹿児島県大島郡伊仙町大字喜念地
内及び徳之島町大字南原地内
H17.10.25～H18.1.12
パイプライン

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年10月25日 8,190,000

この工事については、現在県による建設中の橋梁に
当事業のパイプラインを添架する工事である。よっ
て現在施工中の業者に当該工事を施工させることが
経済的及び施工の効率性から観ても有利である。
よって競争に付することが不利と認められる
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3390
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度徳之島用水（一期）
農業水利事業　徳之島ダム施工技
術検討（その２）業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年12月13日 21,525,000

この業務については、徳之島ダム建設工事の設計及
び河川協議変更資料等を作成するため設計等に精通
していない者が実施した場合、齟齬・成果品の遅れ
が予想され河川協議等が遅延しダム本体工事及び事
業全体の遅れにつながる恐れがある。当業務を速や
か且つ高精度に実施させるためには過年度より設計
業務等を実施している日技クラウン（株）九州支社
以外に業務を実施させることが不利と認められるた
め。　
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3391

（社）鹿児島県公共嘱託登記司法
書士協会
（社）鹿児島県公共嘱託土地家屋
調査士協会
（鹿児島市鴨池新町1-3）

公共嘱託事務委託契約単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月5日 21,021,132

公共用地として取得等した土地等の分筆等登記に必
要な事務を遅滞なくかつ適正に進める上で、登記業
務の特殊性及び登記件数の膨大さを考慮する必要が
あるが、法律の規定に基づき設立され、多数の土地
家屋調査士が会員として登録している当該協会は嘱
託登記事務処理を適正かつ迅速に処理できる唯一の
団体である。よって、契約の性質または目的が競争
を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3392
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年12月15日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3393
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月31日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3394
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年12月15日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3395
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年12月15日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3396
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年12月8日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3397
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年10月20日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3398
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月26日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3399
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月26日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3400
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月26日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3401
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月1日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3402
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月13日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3403
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月13日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3404
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月13日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3405
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年11月17日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3406
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年9月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3407
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3408
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年7月29日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3409
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3410
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年8月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3411
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3412
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年9月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3413
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年11月21日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3414
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年7月29日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3415
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年7月29日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3416
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月11日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3417
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年4月11日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3418
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年2月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3419
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年8月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3420
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年10月25日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3421
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年3月15日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3422
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3423
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成18年2月28日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3424
徳之島用水農業水利事業に伴う土
地等の売買・使用損失補償等契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局徳之島用水農業水利事
業所長　
鈴木　正彦
（鹿児島県大島郡天城町天城１５
１１－１）

平成17年6月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得及び損失補償に関
して契約を行うものであり、工事に必要となる土地
等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方
が特定されるため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3425
日通商事（株）福岡支店
（福岡市博多区下呉服町1-1）

パーソナルコンピューター賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 844,704

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3426
日立キャピタル（株）佐賀支店
（佐賀市駅前中央1-9-38）

パーソナルコンピューター賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 812,700

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3427
（社）佐賀県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
（佐賀市城内2丁目11-10-1）

嘱託登記業務単価契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 5,674,344

　公共用地として取得した事業用地は土地分筆等登
記に必要な事務を遅滞なく、適正かつ迅速に進める
必要がある。登記業務の特殊性及び手続きが継続反
復的に、あるいは一時期に集中して相当数に及ぶも
のであるため、件数の膨大さを考慮する必要がある
が、法律の規定に基づき公共の利益となる事業に関
して登記手続きの円滑な実施に資することを目的と
して設立され、多数の土地家屋調査士が会員として
登録している当該協会は嘱託登記事務処理を適正か
つ、迅速に処理できる唯一の職能団体である。よっ
て、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達せ
られず、契約の性質または目的が競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
資料調査680
円/筆他

3428
（株）上滝建設
（佐賀市今宿町2-5）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業右岸幹線水路（立物工区）圃場
復旧その他工事
佐賀県佐賀郡大和町及び小城市三
日月地内
H17.4.1～H17.5.30
その他工種

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 23,100,000

本工事は、前工事に引き続き施工される圃場の復旧
工事である。そのため、前工事と後工事の施工者が
異なると、問題が発生した場合の責任が不明確にな
る等密接不可分な関係にあることから、一貫した施
工が必要となる。また、作付の関係上、早期の返還
が必要となるため、工期の短縮及び円滑かつ適切な
施工の確保が必要である。よって、前工事施工者以
外の者に施工させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3429
郡リース（株）
（東京都港区六本木6-11-17）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業川上頭首工仮設管理棟賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,890,000

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3430
佐賀リコー（株）
（佐賀市兵庫町瓦町四本松1082）

電子複写機保守契約

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,749,269

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交
換、消耗品の供給などは、当該機器の製造メーカー
である（株）リコーでなければ履行できないため競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1枚～8,000
枚まで
基本料金
40,000円
～20,000枚
まで3.9円
20,001枚～
3.5円

3431 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,980,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3432 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,032,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3433 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 2,532,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3434 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,560,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3435 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,704,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3436 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 804,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3437 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 852,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3438 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 2,016,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3439 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 840,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3440 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 840,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3441 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,680,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3442 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,248,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3443 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 1,392,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3444 土地賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日 2,076,732
本契約は、庁舎敷地の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定されるため競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3445
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3446
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3447
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年4月6日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3448
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年5月9日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3449
国立大学法人佐賀大学
（佐賀市本庄町1）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業傾斜型導壁式バーチカルスロッ
トタイプ魚道の流況解析に関する
研究委託事業

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年7月1日 1,365,000

本件は水理模型実験を利用した流量流況把握の検討
を目的としており、そのためには高等な技術力、応
用力を要し、なおかつ、同種の研究実績も必要であ
るため、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3450
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
使用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年9月13日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3451
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年9月20日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3452
佐賀土地改良区
（佐賀市大財3-8-15）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業農地転用等実態調査業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年9月26日 4,000,500

本業務は、土地改良区が所有し、土地改良法第２９
条第４項の規定により、組合員及び事業に利害関係
のある者から閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約の相手方が
法令の規定により一に定められているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3453
九州電力（株）佐賀営業所
（佐賀市神野東2-3-6）

佐賀中部農地防災事業　幹線排水
路（牛津２号線江津北上工区）工
事に係る電気工作物移設等工事

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年9月28日 2,613,674

本件は、佐賀中部農地防災事業の施行に伴い支障と
なる電気工作物の移設等（復旧）を実施するもので
ある。「土地改良事業の施工に伴う電気工作物の移
設等に関する申し合わせ（平成15年6月26日）」に
基づき、対象となる電気工作物の管理者である九州
電力㈱佐賀営業所が移転を実施するため、競争を許
さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3454
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月14日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3455
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月14日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3456
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月14日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3457
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月17日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3458
佐賀中部農地防災事業に伴う補償
金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月19日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3459
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月24日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3460
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月26日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3461
佐賀中部農地防災事業に伴う損失
補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月26日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3462
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年10月26日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3463
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月4日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3464
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月7日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3465
九州電力（株）佐賀営業所
（佐賀市神野東2-3-6）

佐賀中部農地防災事業　幹線水路
（市の江川副線小々森下工区）工
事に係る電気工作物移設等工事

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月14日 2,304,666

本件は、佐賀中部農地防災事業の施行に伴い支障と
なる電気工作物の移設等（復旧）を実施するもので
ある。「土地改良事業の施工に伴う電気工作物の移
設等に関する申し合わせ（平成15年6月26日）」に
基づき、対象となる電気工作物の管理者である九州
電力㈱佐賀営業所が移転を実施するため、競争を許
さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3466
（株）公共事業通信社
（東京都文京区弥生2-5-8）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業　記録映像製作業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月17日 2,625,000

　この業務については、事業の記録映像撮影という
特性上、企画、シナリオ製作、撮影、編集までが一
体的な作業であり、事業の進捗に応じて複数年度に
わたり作業が行われる。このため、記録映像の作品
の企画、シナリオの一貫性を確保する上で、事業当
初から業務を行っている(株)公共事業通信社以外の
ものに実施させることが不利と認められるため
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3467

日化エンジニアリング（株）九州
支社　
　　
  
  
  

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業　市の江川副幹線水路（三本松
工区）実施設計その他業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月18日 27,195,000

この業務については、プロポーザル方式を採用して
おり、審査の結果、日化エンジニアリング（株）九
州支社が選定されており、競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3468
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業　久保田幹線水路施工検討業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月24日 26,250,000

この業務については、プロポーザル方式を採用して
おり、審査の結果、日技クラウン（株）九州支社が
選定されており、競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3469
（株）高崎総合コンサルタント 
 
（久留米市東合川3-7-5）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業　右岸幹線水路（立石・西平川
工区）実施設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月24日 24,885,000

この業務については、プロポーザル方式を採用して
おり、審査の結果、（株）高崎総合コンサルタント
が選定されており、競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3470
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
取得代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月25日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3471
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年11月29日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3472
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年12月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3473
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
取得代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成17年12月2日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3474
佐賀中部農地防災事業に伴う土地
取得代金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成18年1月12日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3475
佐賀中部農地防災事業に伴う物件
移転補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成18年1月31日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3476
佐賀中部農地防災事業　幹線水路
（市の江川副線小々森下工区）工
事に伴う水道管移設補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成18年2月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3477

大成・松尾　佐賀中部農地防災事
業川上頭首工建設工事共同企業体　
　 
  
  
 
（福岡市中央区大手門1-1-7）

平成１７年度佐賀中部農地防災事
業　川上頭首工護床工据付その他
工事
佐賀市大和町大字久池井及び川上
地内
H18.3.14～H18.6.12
河川及び排水路

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成18年3月14日 77,700,000

　本工事は、平成１５年３月１５日に契約締結した
「佐賀中部農地防災事業川上頭首工建設工事」（以
下「前工事」という。）により施工中の頭首工の一
部であるが、「前工事」契約段階では既設護床工の
再利用程度が不確定なことから工事対象除外として
契約していたが、現段階において工事対象として確
定したこと、また、「前工事」と一体の構造物とし
て完成し初めて機能を発揮する施設であること、
「前工事」と本工事の施工者が異なる場合は、かし
担保責任の範囲が不明確となる等の恐れがあるた
め、一貫した施工が必要である。従って「前工事」
を施工している「大成・松尾佐賀中部農地防災事業
川上頭首工建設工事共同企業体」に履行させること
が有利と認められるため。
（会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第４号ｲ）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3478
佐賀中部農地防災事業　幹線排水
路（牛津２号線江津北上工区）工
事に伴う水道管移設補償

分任支出負担行為担当官
九州農政局佐賀中部農地防災事業
所長　
石田　弘
（佐賀市兵庫町大字渕１８７２）

平成18年3月30日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3479
リコーリース（株）福岡支社
（福岡市博多区博多駅東2-10-
35）

パソコン賃貸借　　１９台

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日 2,678,004

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3480
（株）キューコーリース
（福岡市早良区百道浜2-3-2）

パソコン賃貸借　　１２台

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日 1,021,608

本件は平成１６年度に契約締結したリース契約の更
新（１年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3481
松下リース・クレジット（株）九
州支店
（福岡市南区西長住1-1-52）

カラーコピー機賃貸借　　３台

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日 1,634,220

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（２年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3482
山陽映画（株）九州営業所
（福岡市中央区天神5-5-19）

有明海岸保全事業記録映画製作業
務

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年5月19日 4,830,000

　本業務は、有明地区完了に伴い、これまでの撮影
記録を基に事業全体とした編集作業を行うものであ
り、地区の現況から工事完成に至るまでの全貌を一
連の事業の流れとして位置づける必要があり、これ
まで山陽映画㈱が受注し製作しており、今回の記録
映画においても製作意図、現地状況等に精通してい
るため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
８年度から）

3483

特定非営利活動法人みらい有明・
不知火　
　　
　　
　　
　　
（熊本市保田窪1-1-35）

有明海岸保全事業白石排水樋門挙
動観測業務

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年7月5日 3,780,000

　本業務は、旧樋門撤去により新樋門等が潮位の変
動を日々受ける状態となるため、新樋門と隣接の取
付堤防の接続部の動き(止水板の開き具合等）と樋
門周辺の基礎地盤のバランスの変化による取付堤防
の動きをリアルタイムに観測するものである。平成
１５年度より、台風による高潮や地震などによる自
然災害の危険性が高まってきている事から、堤防の
高さ、構造などの技術的検討を目的として有明海沿
岸の干拓堤防の挙動を調査観測しているＮＰＯ法人
みらい有明・不知火が、当該堤防及び樋門の動態を
ＧＰＳ（自動観測）を実施している。今回リアルタ
イム観測位置において観測機器が設置されている事
から、樋門及び隣接の堤防の動態についても十分に
熟知しており本業務の観測である樋門及び取付堤防
のリアルタイム観測を迅速且つ、確実な観測成果を
得る事ができることから、有利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



3484
松尾建設（株）
（佐賀市八幡小路1-10）

有明海岸保全事業取付堤防周辺整
備工事
佐賀県杵島郡白石町大字新明及び
新拓地内
H17.8.12～H17.11.18
河川及び排水路

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年8月12日 16,065,000

本工事は、取付堤防及び白石排水樋門周辺の整備
（取付堤防の漏水対策及び取付堤防前面の捨石均
し）を実施するものである。本地区は、コンクリー
ト等を仕様した工事は漁協協議により海苔期までと
されており、濁水等を発生させる可能性のある工事
についても同様であるため本工事は平成１７年８月
までに完成させなければならない。そのためには現
在、白石排水樋門周辺整備を行っている白石排水樋
門周辺整備工事の堤防整備区間内から資材等の搬入
を行い又、作業ヤードとして現在使用中の取付堤防
前面の護床工の範囲を施工することとなるため、現
に契約している以外の者に履行させる事は、施工が
錯綜し且つ、現契約の責任範囲が不明確になり良好
な履行ができなくなる。よって、白石排水樋門周辺
整備工事の施工を実施している「松尾建設(株)」に
履行させることが有利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3485
内外エンジニアリング（株）福岡
支社
（福岡市博多区博多駅南3-20-3）

有明海東部海岸保全事業大牟田排
水樋門基本設計その他業務

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年11月8日 15,540,000

 この業務については、プロポーザル方式により請
負先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、
内外エンジニアリング（株）が選定されており、競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3486
日本工営（株）福岡支店
（福岡市博多区東比恵1-2-12）

有明海東部海岸保全事業高田排水
樋門基本設計業務

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年11月8日 9,240,000

 この業務については、プロポーザル方式により請
負先を選定委員会により複数選定し、審査の結果、
日本工営（株）が選定されており、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3487
福岡県高田町長
（福岡県三池郡高田町大字濃施
480）

支所土地建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日 1,500,000
本契約は、支所庁舎・土地の賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定され競争を許さない
（会計法29条の3の4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3488
（財）九州環境管理協会
（福岡市東区松香台1-10-1）

有明海東部海岸保全事業海域環境
調査業務委託

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成18年1月20日 4,893,000

　本業務は、有明海東部海岸保全事業に係る海域に
生息する生物の環境を把握するものであり、本業務
の遂行にあたっては、環境問題全般に関する豊富な
専門知識と経験を有し、かつ従来より長期に亘り有
明海周辺の環境評価調査や漁業影響調査に携わり、
本海域の環境調査に精通している当協会以外では成
果が期待できないため競争を許さない
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画競争に移行（１
９年度から）

3489 土地使用損失補償金

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3490 土地使用損失補償金

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成17年4月1日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3491 土地対価相当額補償金

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成18年2月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3492 土地対価相当額補償金

分任支出負担行為担当官　
九州農政局有明海岸保全事業所長　
天神　彰
（佐賀市城内２丁目10-20）

平成18年2月10日

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契約を行
うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約であり、場所及び契約の相手方が特定される
ため競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3493
エヌイーシ-リース（株）熊本支
店
（熊本市水道町8-6）

パーソナルコンピュータ賃貸借

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所庶務課長
稲葉　雄二
（熊本県玉名郡横島町大字横島２
０８１）

平成17年4月1日 1,136,520

本件は平成１５年度に契約締結したリース契約の更
新（３年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3494 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所庶務課長
稲葉　雄二
（熊本県玉名郡横島町大字横島２
０８１）

平成17年4月1日 972,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3495 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所庶務課長
稲葉　雄二
（熊本県玉名郡横島町大字横島２
０８１）

平成17年4月1日 1,560,000
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うものであり、供
給者が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3496
熊本県横島町長
（熊本県玉名郡横島町大字横島
3644）

庁舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為担当官代理
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所庶務課長
稲葉　雄二
（熊本県玉名郡横島町大字横島２
０８１）

平成17年4月1日 3,312,000
本契約は、庁舎の賃貸借を行うものであり、供給者
が一に特定され競争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3497

特定非営利活動法人みらい有明・
不知火　
　　
　　
　　
　　
（熊本市保田窪1-1-35）

平成１７年度玉名横島海岸保全事
業海岸堤防の挙動観測業務委託

分任支出負担行為担当官
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所長　
堤　正治　
（熊本県玉名市横島町横島２０８
１）

平成17年11月10日 4,400,000

本業務は、玉名横島海岸保全事業により改修される
堤防において、軟弱地盤上で特に沈下の激しい第二
工区堤防の常時及び異常時の挙動を観測し、今後の
補強工法検討の基礎資料作成を実施すると共に、本
年度完成した１号排水樋門の挙動を観測し、本格供
用開始に向けた整理を実施するものである。これら
の作業においては、常時における潮汐作用による変
化や、自然災害等の異常時の変化を詳細に把握する
必要性があり、ＧＰＳを利用した堤防の挙動観測の
実績があり業務内容に精通しており、かつ、同種業
務を実施する者が他に見られない。このことから、
契約の性質または目的が競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3498
日技クラウン（株）九州支社
（熊本市神水1-3-1）

平成１７年度玉名横島海岸保全事
業３号排水機場調査設計業務

分任支出負担行為担当官
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所長　
堤　正治　
（熊本県玉名市横島町横島２０８
１）

平成17年11月22日 19,740,000

本業務は、プロポザール方式により請負先を選定委
員会により複数選定し、審査の結果、日技クラウン
（株）が選定された為、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3499
玉名横島海岸保全事業堤に伴う覆
砂工事費用補償金

分任支出負担行為担当官
九州農政局玉名横島海岸保全事業
所長　
堤　正治　
（熊本県玉名市横島町横島２０８
１）

平成17年4月27日

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地等の権利者との
契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるた
め競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3500

（株）アイ・エイチ・アイ・ロジ
スティック・テクノロジー 
 
（東京都中央区日本橋浜町3-21-
1）

福岡政府倉庫　ラック倉庫設備保
守点検業務委託一式

契約担当官
九州農政局福岡農政事務所長
南　　正博　
（福岡県福岡市博多区住吉３－１
７－２１）

平成17年4月1日 2,147,250

このラック倉庫設備は、メーカー独自の安定技術、
ソフト等が組み込まれており、機器と制御装置全体
が相互に関連し、調整しながら稼動するものであ
り、他の業者では保守を行うことが不可能であるの
で、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3501

（株）アイ・エイチ・アイ・ロジ
スティック・テクノロジー 
 
（東京都中央区日本橋浜町3-21-
1）

福岡政府倉庫　ラック倉庫設備保
守点検業務委託一式

契約担当官
九州農政局福岡農政事務所長
松浦　克浩　
（福岡県福岡市博多区住吉３－１
７－２１）

平成17年10月1日 1,148,700

このラック倉庫設備は、メーカー独自の安定技術、
ソフト等が組み込まれており、機器と制御装置全体
が相互に関連し、調整しながら稼動するものであ
り、他の業者では保守を行うことが不可能であるの
で、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3502
（合）小松商店　
　　
（北九州市小倉北区田町3-12）

官用車駐車場賃貸借契約

契約担当官
九州農政局福岡農政事務所長
南　正博　
（福岡県福岡市博多区住吉３－１
７－２１）

平成17年4月1日 900,000
当該庁舎近辺に賃貸借が可能な有料駐車場が当該駐
車場しかなく、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り



3503 土地賃貸借契約

契約担当官
九州農政局長崎農政事務所長　
名本　優
（長崎県長崎市興善町５－３）

平成17年4月1日 996,000
庁舎敷地の賃貸借であり、供給者が一に特定され競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

3504 庁舎土地賃貸借契約

契約担当官　
九州農政局宮崎農政事務所長
森永　照男
（宮崎県宮崎市老松２丁目３－１
７）

平成17年4月1日 2,148,000
庁舎敷地の賃貸借であり、供給者が一に特定され競
争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3505
田中重物産（株）　
　
（宮崎市松山1-8-19）

駐車場賃貸借契約

契約担当官　
九州農政局宮崎農政事務所長
森永　照男
（宮崎県宮崎市老松２丁目３－１
７）

平成17年4月1日 1,512,000
庁舎の近辺には田中重物産㈱が所有する駐車場しか
なく、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１８年度限
り

3506
長崎リコー（株）
（長崎市文教町11-5）

複写機保守契約

契約担当官
九州農政局長崎統計・情報セン
ター長　
本間　隆雄
（長崎県長崎市岩川町　１６番１
６号）

平成17年4月1日 1,339,120

当複写機は、（株）リコーの製品であり、点検や部
品破損時の交換、消耗品の供給等、適切な保守は製
造元であるリコーしか履行が不可能であるため、競
争を許さない
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1～500枚ま
で(7.35円)
他

3507
長崎県新上五島町長
（長崎県南松浦郡新上五島町青方
郷1585）

庁舎賃貸借契約

契約担当官
九州農政局長崎統計・情報セン
ター長　
本間　隆雄
（長崎県長崎市岩川町　１６番１
６号）

平成17年4月1日 1,339,800
本契約は、庁舎の賃貸借契約であり、供給者が一に
特定され競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3508
（株）ミカドヤ
（長崎市小曽根町12-15）

複写機賃貸保守契約

契約担当官
九州農政局長崎統計・情報セン
ター長　
本間　隆雄
（長崎県長崎市岩川町　１６番１
６号）

平成17年4月1日 1,071,842

本契約は、平成１６年度に契約締結した賃貸保守契
約の２年目であり、当複写機の保守にあたっては点
検や部品破損時の交換、消耗品の供給等、適切な保
守は製造元の代理店である（株）ミカドヤでなけれ
ば履行ができないため競争を許さない。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1～12000枚
まで
基本料金
45.600円
3.36円／枚

3509
鹿児島リコー（株）
（鹿児島市松原町7-6）

電子複写機（ファクシミリ）賃貸
借契約

契約担当官代理
九州農政局鹿児島統計・情報セン
ター次長
國光　義彦　
（鹿児島市山下町１３－２１）

平成17年4月1日 945,000

本件は平成１３年度に契約締結したリース契約の更
新（５年目）であり、同一業者から長期間にわたっ
てリースすることにより毎月少額での調達が可能な
ため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3510
鹿児島リコー（株）
（鹿児島市松原町7-6）

電子複写機（ファクシミリ）保守
料

契約担当官代理
九州農政局鹿児島統計・情報セン
ター次長
國光　義彦　
（鹿児島市山下町１３－２１）

平成17年4月1日 1,636,673

本件は平成１３年度に契約締結した保守契約の更新
（５年目）で、当複写機は、（株）リコーの製品で
あり、点検や部品破損時の交換、消耗品の供給等、
適切な保守は製造元であるリコーしか履行が不可能
であるため、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
1～2,000枚
6.9円/枚他

3511
（株）ＮＴＴネオメイト中九州
（熊本市桜町3-1）

航空写真データの購入契約

契約担当官　
九州農政局福岡統計・情報セン
ター長
砂永　良昭
（福岡県福岡市博多区博多駅東２
－１１－１）

平成18年2月27日 2,995,650

本件は耕地面積調査に利用する最新の航空写真デー
タの購入契約であり、平成１６・１７年に福岡県の
主要都市を撮影し販売する業者は１社のみであるた
め、競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3512
勝木石油（株）
（札幌市北区北10条西3丁目16番
地）

自動車燃料売買（４月～６月）

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
食糧管理特別会計契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成17年4月1日 2,145,083
競争に付しても入札者がなかったため、随意契約と
した。
（予決令９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

3513
勝木石油（株）
（札幌市北区北10条西3丁目16番
地）

自動車燃料売買（７月～９月）

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
食糧管理特別会計契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成17年6月30日 3,221,440
競争に付しても入札者がなかったため、随意契約と
した。
（予決令９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）



3514
勝木石油（株）
（札幌市北区北10条西3丁目16番
地）

自動車燃料売買（１０月～１２
月）

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
食糧管理特別会計契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成17年9月27日 3,149,824
競争に付し、再度入札をしても、落札者がないた
め、随意契約とした。
（予決令９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

3515
（株）王子
（札幌市豊平区中の島2条3丁目5-
25）

カラーレーザープリンタ用トナー
及び感光体ユニット調達

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
食糧管理特別会計契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成18年2月8日 2,378,880
競争に付し、再度入札をしても、落札者がないた
め、随意契約とした。
（予決令９９条の２）

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

3516

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）北海道支店
（札幌市中央区南3条西10丁目
1001-1）

複写機使用枚数料金契約

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成17年4月1日 1,613,514

複写機の賃貸借契約（１４年４月～１９年３月）に
伴い、契約業者との契約しかなく、競争を許さな
い。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3517
東芝情報機器（株）北海道支店
（札幌市中央区南7条西1丁目13）

複写機保守　　１１台

契約担当官
北海道農政事務所長
後藤　茂廣
（札幌市中央区北４条西１７丁目
１９－６）

平成17年4月1日 1,774,500
当該機器に係る保守の専門的知識・技術を会得して
いるのは、契約業者しかなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3518
（合）大屋丹蔵製作所
（清須市西枇杷島町北二ツ杁74番
地）

通風乾燥機ほか４点購入

契約担当官
北海道統計・情報事務所長
小林　強平
（札幌市北区北８条西２丁目）

平成17年12月20日 2,581,500

購入した生産統計調査用機器を製造・販売している
のは、（合）大屋丹蔵製作所しかなく、競争を許さ
ない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3519
（合）大屋丹蔵製作所
（清須市西枇杷島町北二ツ杁74番
地）

振とう機ほか１点購入

契約担当官
北海道統計・情報事務所長
小林　強平
（札幌市北区北８条西２丁目）

平成17年12月20日 2,732,000

購入した生産統計調査用機器を製造・販売している
のは、（合）大屋丹蔵製作所しかなく、競争を許さ
ない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3520
北海道リコー（株）
（札幌市北10条西2丁目13番地）

電子複写機の保守業務

契約担当官
北海道統計・情報事務所長
小林　強平
（札幌市北区北８条西２丁目）

平成17年4月1日 1,164,566
当該機器に係る保守の専門的知識・技術を会得して
いるのは、契約業者しかなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3521
北海道リコー（株）
（札幌市北10条西2丁目13番地）

電子複写機の保守業務

契約担当官
北海道統計・情報事務所長
小林　強平
（札幌市北区北８条西２丁目）

平成17年9月30日 1,523,967
当該機器に係る保守の専門的知識・技術を会得して
いるのは、契約業者しかなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3522
スエヒロ事務機（株）
（函館市宮前町30番1号）

電子複写機の保守業務

契約担当官代理
函館統計・情報センター次長
島影　和夫
（函館市新川町２５番１８号）

平成17年4月1日 2,550,963
当該機器に係る保守の専門的知識・技術を会得して
いるのは、契約業者しかなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3523
小林（株）
（北見市大通西6丁目）

電子複写機の保守業務

契約担当官
北見統計・情報センター長
三津田　裕二
（北見市青葉町６番８号）

平成17年4月1日 1,254,788
当該機器に係る保守の専門的知識・技術を会得して
いるのは、契約業者しかなく、競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3524
北海道知事
（札幌市中央区北3条西6-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 37,152,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3525
北海道知事
（札幌市中央区北3条西6-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 20,988,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3526
北海道知事
（札幌市中央区北3条西6-1）

森林生態系を重視した公共事業導
入手法調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 3,857,000

本事業は、北海道の石狩・空知森林計画区を対象と
して生態系の状態等のモニタリングを行い、その
データを解析・評価するもので、現地の森林資源情
報を管理・把握し、かつ調査に関する高い知見を有
している機関は北海道以外になく、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため。（取り
決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3527
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 5,901,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3528
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月13日 1,708,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3529
青森県知事
（青森市長島1-1-1）

特定中山間保全整備基本計画調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年10月11日 1,200,000

本調査は、土地条件、人口、世帯数、林道及び森林
整備の状況、森林資源等都道府県が保有するデータ
を活用するものであること、都道府県が策定する地
域森林計画との調整や市町村が策定する市町村森林
整備計画や市町村森林整備事業計画等の調整を図る
必要があること、農用地にかかる部分は東北農政局
が調査を実施しており連携を密にとる必要があるこ
と、等の理由及び平成１４年度からの継続調査であ
ることから、青森県以外の者に行わせることが不利
と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3530
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 10,375,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3531
岩手県知事
（盛岡市内丸10-1）

森林害虫等国営防除事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年12月12日 17,000,000

本委託事業は、法令等（森林病害虫等防除法、森林
病害虫等国営防除事業委託要領の制定について）に
より相手方が決定されているため、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当する。（法令の規
定による。）　
　　
　　
　　
　　
　　
　
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3532
宮城県知事
（仙台市青葉区本町3-8-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 5,258,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3533
宮城県知事
（仙台市青葉区本町3-8-1）

森林害虫等国営防除事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年12月5日 8,500,000

本委託事業は、法令等（森林病害虫等防除法、森林
病害虫等国営防除事業委託要領の制定について）に
より相手方が決定されているため、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当する。（法令の規
定による。）　
　　
　　
　　
　　
　　
　
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3534
秋田県知事
（秋田市山王4-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 17,182,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3535
秋田県知事
（秋田市山王4-1-1）

森林害虫等国営防除事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年5月11日 111,182,000

本委託事業は、法令等（森林病害虫等防除法、森林
病害虫等国営防除事業委託要領の制定について）に
より相手方が決定されているため、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当する。（法令の規
定による。）　
　　
　　
　　
　　
　　
　
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3536
山形県知事
（山形市松波2-8-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 6,833,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3537
山形県知事
（山形市松波2-8-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 1,143,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3538
山形県知事
（山形市松波2-8-1）

治山事業調査（地すべり対策調
査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 2,440,000

山形県は、日本有数の地すべり多発地域であるた
め、地すべり対策及び調査対象箇所の地理的条件に
精通しており、１３年度から継続して調査を実施し
ている山形県に引き続き委託することが必要であ
り、競争を許さないことにに該当するため。（取り
決め有り）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3539
山形県知事
（山形市松波2-8-1）

森林害虫等国営防除事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月1日 17,500,000

本委託事業は、法令等（森林病害虫等防除法、森林
病害虫等国営防除事業委託要領の制定について）に
より相手方が決定されているため、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当する。（法令の規
定による。）　
　　
　　
　　
　　
　　
　
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3540
福島県知事
（福島市杉妻町2-16）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 3,406,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3541
福島県知事
（福島市杉妻町2-16）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 2,753,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3542
茨城県知事
（水戸市笠原町978-6）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 1,434,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3543
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 2,881,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3544
栃木県知事
（宇都宮市塙田1-1-20）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 1,999,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3545
群馬県知事
（前橋市大手町1-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 4,172,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3546
群馬県知事
（前橋市大手町1-1-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 1,990,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3547
群馬県知事
（前橋市大手町1-1-1）

森林理水機能調査（水土保全機能
強化総合モデル事業効果調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 1,540,000

本調査は、水土保全機能強化総合モデル事業実施後
の森林水文の状況等を長期にわたって連続的に調査
するものである。調査の実施にあたっては、群馬県
が設置・管理している観測施設を使用するものであ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合にあ
たることから。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3548
埼玉県知事
（さいたま市浦和区高砂3-15-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月1日 1,160,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3549
東京都知事
（新宿区西新宿2-8-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月8日 1,167,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3550
神奈川県知事
（横浜市中区日本大通1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 2,631,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3551
新潟県知事
（新潟市新光町4-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 12,938,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3552
新潟県知事
（新潟市新光町4-1）

営巣木等保全整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月13日 35,614,000

本委託事業は、法令等（森林病害虫等防除法、営巣
木等保全整備事業の実施について）により相手方が
決定されているため、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当する。（法令の規定による。）　
　　　　　　　　　　　　　　　　（会計法第29条
の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3553
富山県知事
（富山市新総曲輪1-7）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 7,515,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3554
富山県知事
（富山市新総曲輪1-7）

治山事業調査（山地災害危険地区
対策調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 1,990,000

富山県は多数の山地災害地区を抱え、調査地として
適地であり、また富山県は事業内容及び調査対象箇
所の地理的条件に精通しており、１３年度から継続
して調査を実施している富山県に委託することが必
要であり、競争を許さないことに該当するため。
（取り決め有り。）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3555
石川県知事
（金沢市鞍月1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 3,393,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3556
福井県知事
（福井市大手3-17-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月15日 5,927,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3557
山梨県知事
（甲府市丸の内1-6-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 4,317,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3558
山梨県知事
（甲府市丸の内1-6-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 1,179,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3559
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692-
2）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 16,067,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3560
長野県知事
（長野市大字南長野字幅下692-
2）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 3,929,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3561
岐阜県知事
（岐阜市藪田南2-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 13,228,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3562
岐阜県知事
（岐阜市藪田南2-1-1）

森林理水機能調査（水土保全機能
強化総合モデル事業効果調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 1,540,000

本調査は、水土保全機能強化総合モデル事業実施後
の森林水文の状況等を長期にわたって連続的に調査
するものである。調査の実施にあたっては、岐阜県
が設置・管理している観測施設を使用するものであ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合にあ
たることから。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3563
岐阜県知事
（岐阜市藪田南2-1-1）

特定中山間保全整備基本計画調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年10月7日 1,680,000

本調査は、土地条件、人口、世帯数、林道及び森林
整備の状況、森林資源等都道府県が保有するデータ
を活用するものであること、都道府県が策定する地
域森林計画との調整や市町村が策定する市町村森林
整備計画や市町村森林整備事業計画等の調整を図る
必要があること、農用地にかかる部分は東海農政局
が調査を実施しており連携を密にとる必要があるこ
と、等の理由及び平成１４年度からの継続調査であ
ることから、岐阜県以外の者に行わせることが不利
と認められ、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3564
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9-6）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 4,843,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3565
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9-6）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 1,167,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3566
愛知県知事
（名古屋市中区三の丸3-1-2）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月14日 3,257,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3567
愛知県知事
（名古屋市中区三の丸3-1-2）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 1,164,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3568
三重県知事
（津市広明町13）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月14日 4,265,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3569
三重県知事
（津市広明町13）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 1,167,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3570
滋賀県知事
（大津市京町4-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 3,019,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3571
京都府知事
（京都市上京区下立売通新町西入
藪ノ内町）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 1,578,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3572
大阪府知事
（大阪市中央区大手前2-1-22）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 2,021,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3573
兵庫県知事
（神戸市中央区下山手通5-10-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 2,771,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3574
奈良県知事
（奈良市登大路町30）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 2,950,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3575
奈良県知事
（奈良市登大路町30）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月4日 1,166,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3576
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月16日 3,297,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3577
和歌山県知事
（和歌山市小松原通1-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 3,365,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3578
鳥取県知事
（鳥取市東町1-220）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月20日 9,478,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3579
島根県知事
（松江市殿町1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月10日 7,069,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3580
岡山県知事
（岡山市内山下2-4-6）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 1,923,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3581
岡山県知事
（岡山市内山下2-4-6）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 6,032,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3582
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月13日 1,154,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3583
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 7,269,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3584
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

森林理水機能調査（水土保全機能
強化総合モデル事業効果調査、火
災跡地森林機能回復調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 3,080,000

本調査は、①水土保全機能強化総合モデル事業実施
後の森林水文の状況等、②林野火災跡地において、
森林の喪失からその回復の過程を通じて森林が河川
流量及び土砂流出に及ぼす影響を長期にわたって連
続的に調査するものである。調査の実施にあたって
は、それぞれ広島県が設置・管理している観測施設
を使用するものであり、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合にあたることから。（取り決め有
り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3585
山口県知事
（山口市滝町1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 2,128,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3586
徳島県知事
（徳島市万代町1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 2,828,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3587
徳島県知事
（徳島市万代町1-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 2,786,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3588
徳島県知事
（徳島市万代町1-1）

治山事業調査（地すべり対策調
査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年8月1日 2,440,000

徳島県の中央構造線付近は破砕帯地すべりが多発し
ており、調査地として後基地が多く、また徳島県は
事業内容及び調査対象箇所の地理的条件に精通して
おり、１３年度から継続して調査を実施している徳
島県に引き続き委託することが必要であり、競争を
許さないことに該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3589
香川県知事
（高松市番町4-1-10）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 1,058,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3590
愛媛県知事
（松山市一番町4-4-2）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 4,213,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3591
愛媛県知事
（松山市一番町4-4-2）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 1,702,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3592
高知県知事
（高知市丸ノ内1-2-20）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月8日 5,003,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3593
高知県知事
（高知市丸ノ内1-2-20）

森林生態系を重視した公共事業導
入手法調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 3,856,000

本事業は、高知県の四万十川森林計画区を対象とし
て生態系の状態等のモニタリングを行い、そのデー
タを解析・評価するもので、現地の森林資源情報を
管理・把握し、かつ調査に関する高い知見を有して
いる機関は高知県以外になく、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。（取り決め
有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3594
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 6,259,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3595
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7-7）

森林理水機能調査（水土保全機能
強化総合モデル事業効果調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 1,540,000

本調査は、水土保全機能強化総合モデル事業実施後
の森林水文の状況等を長期にわたって連続的に調査
するものである。調査の実施にあたっては、福岡県
が設置・管理している観測施設を使用するものであ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合にあ
たることから。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3596
佐賀県知事
（佐賀市城内1-1-59）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 2,983,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3597
佐賀県知事
（佐賀市城内1-1-59）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 1,441,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3598
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 3,440,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3599
長崎県知事
（長崎市江戸町2-13）

治山事業調査（山地災害危険地区
対策調査）

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月21日 2,000,000

長崎県は多数の山地災害危険地区を抱え、調査地と
して適地であり、また長崎県は事業内容及び調査対
象箇所の地理的条件に精通しており、１３年から継
続している長崎県に委託すことが必要であり、競争
を許さないことに該当するため。（取り決め有
り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3600
熊本県知事
（熊本市水前寺6-18-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 9,256,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3601
大分県知事
（大手市大手町3-1-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 9,362,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3602
大分県知事
（大手市大手町3-1-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月8日 2,209,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3603
宮崎県知事
（宮崎市橘通東2-10-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月27日 10,558,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3604
宮崎県知事
（宮崎市橘通東2-10-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 2,762,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り

3605
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

保安林整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月24日 7,633,000

農林水産大臣が行う保安林の指定・解除等の調査事
務について国が行う事務の一部を委託するもので、
公益性の確保と私権の制限の必要性について適正な
判断を行うための調査が必要となるため民間に委ね
るにはなじまず、都道府県に委託することが適当で
あり、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
よることから。（法令の規定による。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3606
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

森林吸収源データ緊急整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年7月5日 1,518,000

本事業は、森林簿等の統計学的な精度検証を行うも
のであり、本森林簿等は、都道府県のみが作成し更
新する権限をもつものである。また、平成１５年度
～１７年度の３カ年計画で実施している事業である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（取り決め有り。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 ―
１７年度限
り



3607
沖電気工業（株）
（東京都港区芝浦4-10-16）

行政総合事務システム(GL 
Series)平成１７年度人事院勧告
対応プログラム

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年11月2日 1,470,000

当契約は、人事院勧告によるプログラムの修正であ
り、当初契約における現行給与システムのプログラ
ムを開発した業者以外になく、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3608
キヤノン販売（株）
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機　賃貸借及び保守
契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 16,686,114

当初契約において競争により相手を決定したもので
あり、当該機器を継続して契約することが経費面に
おいて有利であり、競争に付することが不利と認め
られる場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3609
（株）グリーンキャブ
（東京都新宿区戸山3-15-1）

乗用旅客自動車による輸送契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 14,283,200

タクシー料金については、同一の認可料金であり競
争が存在しないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため、タクシー保有台数等により相手方
を選定した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3610
全国森林整備協会
（東京都文京区後楽1-7-12林友ビ
ル内）

人工林の集中的な皆伐の抑制方策
に関する調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年11月21日 4,355,000

本事業は、委託先を公募し、審査の結果、全国森林
整備協会が選定されており、競争を許さないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3611
東京無線協同組合
（東京都杉並区高円寺北2-1-20）

乗用旅客自動車による輸送契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 8,722,820

タクシー料金については、同一の認可料金であり競
争が存在しないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため、タクシー保有台数等により相手方
を選定した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3612
日個連東京都営業協同組合
（東京都豊島区巣鴨1-9-1）

乗用旅客自動車による輸送契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 14,791,250

タクシー料金については、同一の認可料金であり競
争が存在しないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため、タクシー保有台数等により相手方
を選定した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3613

日本コンベンションサービス
（株）
（東京都千代田区霞が関1-4-2大
同生命霞が関ビル18Ｆ）

「アジア森林パートナーシップ
(AFP)第５回実施促進会合」開催
業務

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年10月14日 4,444,440

本事業は、国際会議運営に関する専門的知見・能力
を要するため、価格競争に付することが不利と認め
られる会計法第29条の3第4項に該当することから、
委託先を公募し、企画審査により相手方を選定し
た。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



3614
日本造林協会
（東京都千代田区内神田1-1-12
コープビル内）

低コスト施業の保育効果等に関す
る調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年9月30日 7,705,000

本事業は、各地域の諸条件に応じて効率的に造林関
係補助事業を推進していくために実施するものであ
り、造林関係補助事業に精通していることなどが必
要とされる。また、昨年度から本調査について当該
機関で実施しており、そのデータ及び分析結果を本
年度調査においても活用する必要がある。以上のこ
とから本知見を有する当該機関以外に本調査を効率
的かつ効果的に実施できる能力を有している機関が
なく、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3615
日本造林協会
（東京都千代田区内神田1-1-12
コープビル内）

人工林の集中的な皆伐の抑制方策
に関する調査

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年11月29日 4,355,000

本事業は、委託先を公募し、審査の結果、日本造林
協会が選定されており、契約の性質又は目的が競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該
当するため。
（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

3616
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

平成１７年度電子入札システム説
明会実施業務

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年6月15日 10,710,000

この業務は、委託先を公募し、審査の結果、日本電
気（株）が選定されており、契約の性質又は目的が
競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該
当するため。

その他 ―
１７年度限
り

3617
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

電子入札システム実証実験業務

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年10月14日 12,705,000

本説明会の実施に当たっては、林野庁における電子
入札システムを踏まえた説明が必要であり、平成１
５年度に同改造業務を請け負った日本電気（株）
は、同システム内容に精通するとともに、説明会の
企画・実施においては当社以外にはなく、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合によなることか
ら。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3618
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

電子入札システム有資格者情報改
造業務

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成18年1月27日 6,300,000

本契約は、電子入札システムに既に登録されている
利用者登録情報を基にホームページに掲載可能な公
表用名簿を作成するものである。このシステムの構
築者である日本電気（株）のほかにはなく、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合によることか
ら。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3619
日本電子計算機（株）
（東京都千代田区丸の内3-4-1）

給与事務システム賃貸借料

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 3,969,000

当初契約において競争により相手を決定したもので
あり、当該機器を継続して契約することが経費面に
おいて有利であり、競争に付することが不利と認め
られる場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3620
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

図書資料管理システム賃貸借及び
保守料

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 5,342,400

当初契約において競争により相手を決定したもので
あり、当該機器を継続して契約することが経費面に
おいて有利であり、競争に付することが不利と認め
られる場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3621
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋2-15-12）

図書資料管理提供システム賃貸借
及び保守料

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 4,989,600

当初契約において競争により相手を決定したもので
あり、当該機器を継続して契約することが経費面に
おいて有利であり、競争に付することが不利と認め
られる場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3622
丸の内新聞事業協同組合
（東京都千代田区内幸町1-8-10）

平成１７年度新聞購読代

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 1,861,848

新聞は、再販制度がとられているため料金が均一で
あり、競争性が存在しない。また、林野庁本庁の所
在地において主要全国紙を購入するにあたっては丸
の内新聞事業協同組合が唯一の取り扱い業者であ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合によ
ることから。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3623
（株）リコー
（東京都大田区中馬込1-3-6）

デジタル複写機　賃貸借及び保守
契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 27,584,051

当初契約において競争により相手を決定したもので
あり、当該機器を継続して契約することが経費面に
おいて有利であり、競争に付することが不利と認め
られる場合によることから。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）



3624
全国森林組合連合会
（東京都千代田区内神田1-1-12
コープビル内8階）

森林保険推進体制整備事業

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年9月2日 32,972,000

この業務に必要な森林保険の加入促進に関する知識
や技術を有し、森林所有者と接する機会も多い森林
組合系統をまとめる唯一の団体であり、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3625
全国森林組合連合会
（東京都千代田区内神田1-1-12
コープビル内8階）

森林国営保険に係る電算機処理作
業単価契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 67,692,453

このシステムは、保険契約及び契約維持管理等プロ
グラムが利用されているが、このプログラムは全国
森林組合連合会が作成したものであり、他の業者で
は処理を行うことが不可能であり競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3626
（株）ＪＰビジネスサービス
（東京都江東区深川2-2-18）

森林国営保険に係る電算機処理作
業単価契約

支出負担行為担当官
林野庁長官
前田　直登
（千代田区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 3,347,655

このシステムは、損害てん補等プログラムが利用さ
れているが、このプログラムはＪＰビジネスサービ
スが作成したものであり、他の業者では、処理を行
うことが不可能であり競争を許さないことから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3627
国立大学法人東京農工大学
（府中市晴見町３－８－１）

「レクリエーションの森」におけ
る新たな利用区分導入の調査委託
代

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

平成17年7月1日 2,982,382

新たな利用区分（ＲＯＳ）は、我が国での適用実績
がなく、国有林で導入のための調査を行うもので、
当該大学の土屋俊幸助教授がＲＯＳの第一人者であ
り、本調査を行いうる知識・経験を有する唯一の者
であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3628
全国国有林造林生産業連絡協議会
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

造林請負事業体の就労実態等調査
に関する委託調査代

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

平成17年12月12日 2,205,241

造林請負事業体の協力が確実に得られ、造林請負事
業体の経営状況や現場従業員の就労状況に関する調
査実績も豊富であり、その専門知識と分析技術も持
ち合わせている団体であることから（会計法第29条
の3第4項)

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3629
全国国有林造林生産業連絡協議会
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

間伐等の森林整備における高性能
林業機械の導入促進に係る調査委
託

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

平成17年11月8日 2,257,761

素材生産請負事業体等を対象に、間伐等の森林整備
が必要な林分への高性能林業機械の導入による作業
のシステム化を図るに当たっての問題点を調査し、
民間事業体の円滑な業務運営を推進するための基礎
資料を得るための調査であり、同協議会が事業体の
事業量、労務状況の実態等事業者の有する情報を的
確かつ迅速に収集可能であるとともに高性能林業機
械に関する技術的な情報について広範な専門的知識
を有し、収集した情報を的確に分析することが可能
な唯一の団体であることから（会計法第29条の3第4
項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3630
全国国有林採石協会
（東京都江東区東陽５－３－３）

国有林野内の採石事業跡地におけ
る緑化等のあり方に関する調査委
託

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

平成17年10月3日 2,689,649

　原石採掘等の汚濁等防止、環境保全、跡地緑化等
の専門知識、技術力、採石法等各種関係法令に精通
した人材を擁し、事業実施跡地という特殊な箇所に
おける調査対応能力を必要としたため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3631
全国環境緑化樹木事業協同組合
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

国有林野内の環境緑化樹木賦存量
調査の委託代

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

平成17年10月3日 1,567,824

　国有林から山取りした緑化木についての具体的活
用等の必要な情報に精通しているとともに、国有林
内における環境緑化樹木の採取に関する専門的知
識、技術力を必要としたため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3632
（株）Ｊ－時空間研究
（東京都中央区銀座６－１５－
１）

「Ｊ－ＳＴＩＭＳ」年会費（ライ
センス料）

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

平成17年12月21日 3,150,000

国有林GISは、フリーソフト「STIMS」（埼玉大学大
澤研究室開発）を、J-時空間研究所が実用的なGIS
ソフトとして改良し、一般に頒布している「J-
STIMS」を基本エンジンとして開発されており、国
有林GIS（基本エンジンを含む。）を利用するため
には、同社の会員規約に基づく会員であることが条
件である。
本件は、既存ソフトの利用に係る年会費を同社に直
接納入するものとして、会計法第29条の３第４項の
規定に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3633
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲３－３－３）

アダムス使用料

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

平成17年4月1日 101,950,692
当該システムは、（株）エヌ・ティ・ティ・データ
のみが提供しているものであり、競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3634
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲３－３－３）

共済組合システムの保守及び運用
支援業務料

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

平成17年4月1日 6,535,620
開発業者であるNTTデータには、ソフトウェアの著
作権を有しており、他の業者では不利益となる

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3635
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲３－３－３）

林野庁共済組合システムの機能追
加請負代

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

平成17年7月13日 44,982,000
開発業者であるNTTデータには、ソフトウェアの著
作権を有しており、他の業者では不利益となる

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3636
（株）グリーンキャブ
（東京都新宿区戸山３－１５－
１）

タクシー代

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

平成17年4月1日 3,595,810

タクシー料金については、同一の認可料金であり競
争が存在しないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため、タクシー保有台数等により相手方
を選定した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3637
（株）日本林業経済新聞社
（東京都港区新橋１－１７－１）

林経新聞

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

平成17年4月1日 3,465,000
林業に係る情報収集のために必要であり、契約相手
方が１者に限定されるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3638
（株）日本林業調査会
（東京都新宿区市谷本村町３－２
６）

林政ニュース

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

平成17年4月1日 2,707,008
林業に係る情報収集のために必要であり、契約相手
方が１者に限定されるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3639
（株）林業新聞社
（東京都港区新橋３－１６－１
１）

林業新聞

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

平成17年4月1日 2,520,000
林業に係る情報収集のために必要であり、契約相手
方が１者に限定されるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3640
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（福岡市博多区寿町３－６－６）

行政電話

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

平成17年4月1日 2,284,625
全省庁において統一導入され、また、一般回線に比
べ安価であることから会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3641
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（福岡市博多区寿町３－６－６）

共済組合システム回線使用料

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

平成17年4月1日 3,182,084
共済組合システムのクライアントサーバーシステム
のISDN回線使用料であり、当該サービスを行ってい
るのは、１社のみであるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3642
あずさ監査法人
（東京都新宿区津久戸町１－２）

１７年度国有林野事業特別会計の
経理処理に関する指導委嘱料

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

平成17年4月1日 2,734,200
高度な知識等を必要とするため、契約を履行可能者
が特定の者に限定される調査等として随意契約を実
施。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3643
ＮＴＴリース（株）
（東京都港区新橋４－５－１）

共済組合システムリース料

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

平成17年4月1日 8,043,840

共済組合システムのクライアントサーバーシステム
のハードウェア及びアプリケーションソフトウェア
のリース料金であり、一般競争を行った場合､ま
た、新機種等をリースすることとなり撤去・設置費
用等を要するなど、引き続きリース契約を行う方が
有利な価格をもって契約できるため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

3644
スズキ（株）
（東京都新宿区大京町２３－２）

貨客兼用自動車（第１回第４号物
件）

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

平成17年8月2日 1,657,081
当初一般競争入札を実施したところであるが、応札
者がなく予決令第９９条の２により不落随契を行っ
た

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）



3645
センチュリー・リーシング（株）
（東京都港区浜松町２－４－１）

国有林ネットワークシステムの回
線変更に伴う工事請負代

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

平成17年7月29日 20,815,208

既存ネットワークを運用しつつ、短期間で確実に回
線工事を完了させるためには、既存ネットワークに
精通している必要があること、また、回線変更後に
運用上の問題点を引き起こさないためには、ネット
ワーク設計の一貫性を確保する必要があるが、現
在、運用を行っている当該業者以外の業者は対応不
可能であることから、会計法第29条の３第４項に規
定に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3646
センチュリー・リーシング（株）
（東京都港区浜松町２－４－１）

国有林ネットワークシステムの賃
貸借料

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

平成17年4月1日 162,994,472

当初調達時に、60ヵ月の賃貸借期間を前提として一
般競争入札を実施し、当該機器類等を継続して使用
するものであり、改めて一般競争入札を実施し、新
たな機器類を調達した場合は、機器類の移設・設定
等の費用を要するなど、有利な価格をもって契約す
ることができないことから、会計法第29条の３第４
項の規定に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

3647
センチュリー・リーシング（株）
（東京都港区浜松町２－４－１）

改善分散処理システムリース料

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

平成17年4月1日 527,576,208

当初調達時に、60ヵ月の賃貸借期間を前提として一
般競争入札を実施し、当該機器類等を継続して使用
するものであり、改めて一般競争入札を実施し、新
たな機器類を調達した場合は、機器類の移設・設定
等の費用を要するなど、有利な価格をもって契約す
ることができないことから、会計法第29条の３第４
項の規定に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（人事・給与関係業務
情報システム稼働から）

3648
高田　敏明
（三島市大宮町３－１３－５）

顧問弁護士委嘱料

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

平成17年4月1日 2,016,000
　高度な知識等を必要とするため、契約の履行可能
者が特定の者に限定される。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3649
斉藤　幾久次郎
（鎌倉市西鎌倉２－１３－１４）

林業労働障害顧問医の委嘱料

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

平成17年4月19日 1,742,976

高度な知識等を必要とするため、契約の履行可能者
が特定の者に限定される調査等のため、会計法第２
９条の３第４項（契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3650
東京無線協同組合
（東京都杉並区高円寺北２－１－
２０）

タクシー代

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

平成17年4月1日 6,617,370

タクシー料金については、同一の認可料金であり競
争が存在しないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため、タクシー保有台数等により相手方
を選定した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3651

林野弘済会．富士通．沖電気ソフ
トウエア開発共同企業体
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

森林情報システムの改善に係る請
負代

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

平成18年3月15日 4,989,600

森林情報システムは、全国の国有林の森林情報を電
子データ化したものであり、森林計画の策定をはじ
めとする各種業務に使用され、特に森林計画につい
ては毎年の樹立作業を効率的に行う上で不可欠と
なっている。
　本業務は、全国の国有林の森林情報システムの改
善業務であるが、本システムは、平成３年から導入
しているレガシー（旧式）システムであり、特定の
OSやソフトウェアに依存したシステム設計から閉鎖
的な環境となっているため、本業務を含む運営業務
についても、これまで本システムを開発し、保守・
運用している業者（林野弘済会・富士通・沖電気ソ
フトウェア開発共同企業体）以外には対応できない
ものある。
　したがって、会計法第２９条の３第４項に基づき
随意契約を行ったものである。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

3652

林野弘済会．富士通．沖電気ソフ
トウエア開発共同企業体
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

改善分散処理システムの改善請負
代（給与賃金システム）

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

平成17年6月15日 15,015,000

本システムは、ホストコンピュータを利用し、開発
業者固有のソフトウェアに依存しており、当該業者
以外は、プログラム改修等を行うことができないシ
ステムとなっている。
また、国有林野事業の給与制度及び共済組合制度を
熟知していなければプログラム改修は不可能であ
り、当該業者以外の業者は対応不可能であることか
ら、会計法第29条の３第４項の規定に該当するた
め。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



3653

林野弘済会．富士通．沖電気ソフ
トウエア開発共同企業体
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

改善分散処理システムの改善請負
代

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

平成18年1月18日 51,009,000

本システムは、ホストコンピュータを利用し、開発
業者固有のソフトウェアに依存しており、当該業者
以外は、プログラム改修等を行うことができないシ
ステムとなっている。
また、国有林野事業の給与制度及び経理・決算制度
を熟知していなければプログラム改修は不可能であ
り、当該業者以外の業者は対応不可能であることか
ら、会計法第29条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3654

林野弘済会．富士通．沖電気ソフ
トウエア開発共同企業体
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

改善分散処理システムの運営業務

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

平成17年4月1日 469,442,400

本システムは、ホストコンピュータを利用し、開発
業者固有のソフトウェアに依存しており、当該業者
以外の業者は、障害対応等を含む円滑な運営業務を
行うことができないシステムとなっていることか
ら、会計法第29条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3655
（株）三楽
（東京都八王子市八日町９番９
号）

森林技術総合研修所　　　　　　　
給食業務

分任支出負担行為担当官　　　　　
森林技術総合研修所長　　　　　　
上河　潔（東京都八王子市廿里町
１８３３番地９４）

平成17年4月1日 7,990,867

これまでの委託実績及び他研修所の業務実績等から
価格の競争のみで契約相手を決定することは研修生
の健康等にも大きく影響するため、給食業務上不利
と認められるから。　　　　　　　　　（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

3656
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3－3－3）

アダムス回線使用料
（経理課内、17.4.1～18.3.31、
センタ設備使用料6・端末設備使
用料6・回線使用料2・ＤＳＵ使用
料2・通信料2）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 18,320,240
アダムス回線使用料であるため特定の者に限定され
るため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3657
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

編集製本作業外委託代金
（経理課内、17.4.1～18.3.31、
製本１㎝未満170冊・1～2㎝50
冊・2～3㎝60冊・4㎝以上860冊及
び審査業務3,584時間）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 15,763,160

本業務については、会計法及び規程等を熟知してい
る必要があり、また、国有林野事業の業務全般に亙
り精通している必要があるため相手が限られ会計法
２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3658
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

北海道森林管理局合宿所炊事等業
務並びに用務業務委託料
（中央区南9条西23、17.4.1～
17.6.30、炊事及び用務、364人
工）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 6,271,251

本契約業務の特殊性として、林野庁職員の子弟が通
学のために利用する「子弟寮」の機能と研修生の宿
泊施設及び管内の職員が会議等の出張時の宿泊等の
施設であるため
①　炊事、用務、施設管理業務だけでなく、研修
生、子弟に対する教育・指導的な側面も併せ持つこ
とから、これらの対応に熟知した人材が必要であ
る。
②個々の業務が複合しているため、各業務の連携を
図り、一体の業務として行う必要があるため、各業
務後との単独契約にはなじまないこと。
等の理由により、会計法２９条の３第４項に該当す
る随意契約とした

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3659
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

災害補償事務委託代金（道・旭
川・北見）
（局管内、17.4.1～18.3.31、公
務災害の補償事務、2,465H）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 3,603,600

本業務については、国家公務員災害補償法及び規程
等を熟知している必要があり、また、国有林野事業
の業務全般に亙り精通している必要があるため相手
が限られ会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3660
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

経理事務委託代金
（経理課内、17.4.1～18.3.31、
前渡官証拠書類編集・製本及び経
理事務、1,568時間）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 3,068,576

本業務については、会計法及び規程等を熟知してい
る必要があり、また、国有林野事業の業務全般に亙
り精通している必要があるため相手が限られ会計法
２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3661
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

ファクシミリ通信装置の賃貸借
（局庁舎内、17.4.1～18.3.31、
ファクシミリ18台分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 2,889,180

上記機種は、リース期間内であり、業務量等からみ
て、適正な機能が装置されている。また契約相手方
は過去の取引からみて、信用確実であり、会計法第
２９条の３第４項　予決令第１０２条の４第３号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3662
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

管理事務の委託代金
（国有林野管理課内、17.5.9～
17.7.8、市町村交付金算定及び基
礎資料の作成、720H）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年5月6日 1,295,784

本業務については、国有資産等所在市町村交付金算
定に関する業務であり、関係法令等を熟知している
必要があること、また、国有林野事業の業務全般に
亙り精通している必要があるため相手が限られ会計
法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3663
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

電子複写機賃貸借料
（局庁舎、17.4.1～18.3.31、複
写機賃借2台・パンチ付フィ
シャー2台・大容量トレイ2台分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 1,215,900

使用頻度から、機械の性能が適当であるうえ、保守
も対応が迅速であり、過去の賃貸借契約からみて、
信用確実であり、会計法第２９条の３第４項　予決
令第１０２条の４第３号に該当する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3664
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

電動刈払機外代金
（現地納入（10署）、納入期限
17.8.9、刈払機44台・バッテリー
195個）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年7月11日 13,627,950

本契約で購入した電動刈払機は、(株)コスモメカニ
クスが特許を取得し製造しているもので、(株)あす
なろが代理店として販売しており、競争を許さない
ことから会計法第２９条の第３第４項に該当するた
め

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3665
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森2条6丁目2
－5）

公務災害補償事務委託代金
（旧帯広管内、17.4.1～
18.3.31、公務災害の補償事務、
2,990件）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 1,984,647

本業務については、国家公務員災害補償法及び規程
等を熟知している必要があり、また、国有林野事業
の業務全般に亙り精通している必要があるため相手
が限られ会計法２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3666
（株）ＮＴＴドコモ北海道
（札幌市中央区北1条西14丁目6番
地）

電話料金

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 34,360,454
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3667
（株）タカノ商事
（北見市常盤町6丁目8－9）

北見事務所　
（北見事務所内、17.4.1～
18.3.31、複写機２台分）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年5月10日 1,259,086
コピー機の購入業者と契約することで保守がスムー
ズに行われることから、競争を許さない会計法２９
条の３第４項を適用した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3668
（株）北海道日立ソリューション
（札幌市東区北6条東4丁目8番）

局庁舎構内電話交換設備等の賃貸
借料
（局庁舎内、17.4.1～18.3.31、
本体１式・電話機70台）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 1,729,980
継続契約することにより適正な価格での契約が見込
めるため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3669
（株）北工房建築設計室
（札幌市中央区北1条西15丁目1－
3）

根釧東部森林管理署庁舎新築工事
監理業務代
（標津郡標津町、17.8.5～
17.12.22、庁舎新築に伴う工事監
理業務)

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年8月4日 2,100,000
本庁舎の設計業務（指名競争により実施）を請け
負った業者であり、設計内容を熟知していることか
ら、監理業務委託の業者として選定した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3670
（有）グランドワーク
（帯広市西8条南1丁目13番地2）

土地鑑定評価料
（上士幌町（東大雪署）、
18.1.26～18.3.10、旧苗畑敷鑑定
料、9,738.58㎡）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年3月20日 1,117,200

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3671
（有）菊地不動産鑑定
（札幌市中央区大通東3丁目4番
1）

土地鑑定評価料
（南区定山渓（石狩署）、
17.11.23～18.3.6、旧貯木場敷鑑
定料、44,982.13㎡）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年3月20日 3,736,950

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3672
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿2丁目3－
2）

電話料金

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 12,861,994
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3673
アライド・ブレインズ
（東京都中央区日本橋茅場町2－
17－5）

ホームページのリニューアルに係
るデザイン等業務の委託代金
（局庁舎内、17.3.1～18.3.27、
北海道森林管理局ホームページの
リニューアルに係るデザイン等業
務）)

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年2月28日 2,501,276

本事業に必要な技術を有する不特定多数の者から企
画案を募集し、事業内容や業務遂行能力の最も優れ
た者を選定する手続きを経た上で決定しており会計
法第２９条の３第４項に該当するため

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）



3674
（株）景澤不動産鑑定事務所
（函館市新川町23番25号）

土地鑑定評価料
（室蘭市港南町（後志署）、
17.6.29～17.7.27、旧庁舎敷鑑定
料、2件 5,773.93及び5,804.88
㎡）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年8月8日 1,030,190

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3675
丸信石油（株）
（旭川市神楽5条13丁目）

森林管理局（旭川事）ガソリン外
代
（旭川事務所、17.4.1～
18.3.31、ガソリン4,736ℓ・灯油
19,001ℓ）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年5月11日 1,961,614

燃料等の単価契約であるが、使用予定数量から勘案
したときに、１６０万円を超えないと判断したこと
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９
条第３号を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3676
札幌ハイヤー事業協同組合
（札幌市中央区南8条西15丁目）

ハイヤー使用料
（局内、17.4.1～18.3.31、共通
自動車乗車券)

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 2,121,340

業務上、緊急的にハイヤーを使用し会議等に出席す
ることがあるとともに、市内でハイヤー事業協会は
１社であり、会計法第２９条の３第４号　予決令第
１０２条の４項第３号に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3677
全国国有林造林生産業
（東京都文京区後楽1－7－12）

素材生産請負事業に関する事業体
の実態調査代金
（局管内、18.2.15～18.3.24、事
業体の実態調査、49事業体）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年2月14日 2,696,400

この調査は、素材生産請負事業体の経営内容や雇用
状況、林業機械の保有状況等を調査するものであ
る。本調査については個々の事業体の経営内容等に
ついて的確に調査を行う必要があることから、調査
対象事業体で組織し国有林の素材生産請負に最も精
通し、全国的な視点から精度の高い調査が可能で信
用確実な同協議会に委託しなければなし得ないもの
であり、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3678
池田暖房工業（株）
（札幌市北区北12条西3丁目8番
地）

局庁舎冷暖房等設備保守業務代金
（局庁舎、17.4.1～18.3.31、冷
暖房等設備保守業務）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 3,041,850
空調及び冷暖房設備等の故障が起こると、執務全般
に支障をきたすことから、当管理局の設備を熟知し
た業者に依頼することが必要なため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3679
中日本航空（株）札幌営業所
（札幌市白石区流通センター1丁
目2-11）

殺鼠剤散布作業代金
(現地納入3署（東大雪・根釧西
部・網走西部、18.10.31～
18.11.29、殺鼠剤905㎏を散布）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年10月27日 3,412,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3680
富士プリント（株）
（札幌市中央区南区16条西9丁目2
－10）

「森林施業の手引き」印刷・製本
代金
（局、18.2.21～18.3.17、森林施
業の本1950部）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年2月20日 1,380,750
予定価格が少額の範囲であり、会計法第２９条の３
第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3681
北海道カーオイル（株）
（札幌市中央区北1条西18丁目2番
地3）

揮発油　外代金
（局管内、17.4.1～18.3.31、ガ
ソリン外）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月1日 4,548,484
給油の利便が良いことが必要であり、森林管理局か
ら地理的条件が良いうえ、過去の取引からも信用確
実であり、会計法第２９条の３第４項

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3682
北海道森林整備事業連合
（札幌市中央区北4条西5丁目1番
地

平成１７年度造林請負事業体の就
労実態等調査委託代金
（局管内、18.1.14～18.3.10、
108社を対象に請負事業体の就労
実態調査を実施）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年1月13日 4,620,000

本調査は、国有林野事業における造林請負事業体の
経営内容・雇用量・事業量等の実態を調査し、森林
整備を担う請負事業体の育成整備を推進するための
基礎資料を得るために実施するものである。当該協
議会は、事業体の事業量、労務状況の実態等事業者
を有する情報等を的確かつ迅速に収集可能であると
ともに、本調査に係る専門的知識を有する唯一の団
体であり、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3683
北海道電力（株）札幌支店
（札幌市中央区大通東1丁目2番
地）

電気料
（庁舎等、１８年３月分、
49,533kwh）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年3月9日 1,122,414
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



3684
北海道電力（株）札幌支店
（札幌市中央区大通東1丁目2番
地）

電気料
（庁舎等、１８年２月分
49,927kwh）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成18年2月13日 1,119,088
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3685
北海道電力（株）札幌支店
（札幌市中央区大通東1丁目2番
地）

電気料
（庁舎等、１７年４月分、
42,891kwh）

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長
亀井　俊水
（札幌市中央区宮の森3条7丁目
70）

平成17年4月12日 1,087,993
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3686
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負
場所　５２７２林班ほか
期間　平成17年4月26日から平成
17年8月31日
数量　5,500ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 1,541,169

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3687
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負
場所　５２７６林班ほか
期間　平成17年4月26日から平成
17年8月31日
数量　2,300ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 1,324,602

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3688
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負
場所　５３２３林班ほか
期間　平成17年4月26日から平成
17年8月31日
数量　2,700ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 1,307,931

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3689
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負
場所　５３２６林班ほか
期間　平成17年11月1日から平成
17年12月31日
数量　5,500ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 1,090,719

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3690
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約
場所　石狩森林管理署
期間　平成17年5月23日から平成
17年6月30日
数量　1,520時間

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年5月20日 2,735,544
本業務は、国有林野事業の事務における補助的な用
務であり、取り扱う事務情報の秘匿性から、信用確
実な者と随意契約した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3691
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約
場所　石狩森林管理署
期間　平成17年7月1日から平成17
年8月31日
数量　1,640時間

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年6月30日 2,951,508
本業務は、国有林野事業の事務における補助的な用
務であり、取り扱う事務情報の秘匿性から、信用確
実な者と随意契約した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3692
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約
場所　石狩森林管理署
期間　平成17年9月1日から平成17
年10月31日
数量　1,640時間

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年8月31日 2,951,508
本業務は、国有林野事業の事務における補助的な用
務であり、取り扱う事務情報の秘匿性から、信用確
実な者と随意契約した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3693
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約
場所　石狩森林管理署
期間　平成17年11月1日から平成
17年12月28日
数量　2,184時間

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年10月31日 3,930,544
本業務は、国有林野事業の事務における補助的な用
務であり、取り扱う事務情報の秘匿性から、信用確
実な者と随意契約した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3694
（株）カワバタ札幌営業所
（札幌市白石区米里２条４丁目８
番３５号）

林道ゲート
数量　１４基

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成18年2月17日 2,528,400
品質、機能的かつ経済的に優れた商品を購入してい
るが、この商品を扱う者が複数存在しないため随意
契約とした。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3695
（株）グリーンウッド
（札幌市豊平区美園２条６丁目６
番１５号）

電子複写機保守料金
場所　石狩森林管理署
期間　平成17年4月1日から平成18
年3月31日
数量　251,786枚

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年5月16日 1,221,244
リース機器自体の価格が高く、撤去・設置費用を要
することから、現行機種の納入先以外となるとコス
ト高になるため随意契約とした。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3696
（株）森林テクニクス
（札幌市中央区北２条東２丁目）

ラルマナイ治山工事測量及び設計
業務
場所　５０２９林班外
期間　平成17年9月27日から平成
18年1月26日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月26日 5,523,000
災害関連の復旧に向けた事前の測量設計であり、こ
の業務をベースに予算等を確定し、本設計を行うこ
とから、時間的制約があり、随意契約とした。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3697
（株）丹治秀工業
（苫小牧市植苗１９２番地２）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その４）
場所　５２８５林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　2,700ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 23,957,460
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3698
（有）リョクハン　
代（北海道勇払郡早来町大町１３
４-１）

山行苗木
数量　11,800本

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成18年3月13日 1,951,425
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3699
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町３８番地）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その６）
場所　５３１０林班ほか
期間　形成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　3,400ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 25,858,513
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3700
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町３８番地）

平成１７年度森林災害復旧造林事
業（その３）
場所　５３１０林班ほか
期間　平成17年11月25日から平成
17年12月22日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年11月24日 4,683,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3701
鬼頭木材工業（株）
（苫小牧市晴海町３７番地）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その３）
場所　５２７６林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　2,300ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 22,798,608
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3702
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

恵庭地区保安林改良事業
場所　５１９４林班ほか
期間　平成17年6月23日から平成
17年8月26日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年6月22日 7,444,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3703
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

恵庭地区森林水環境
整備事業
場所　５０４０林班ほか
期間　平成17年6月23日から平成
17年8月19日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年6月22日 2,919,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3704
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その２）
場所　５２３５林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　5,500ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 62,213,847
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3705
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

造林事業請負
場所　一安第一林道線外
期間　平成17年7月22日から平成
17年9月20日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年7月21日 2,091,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3706
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

平成１７年度恵庭地区森林水環境
整備事業（その２）
場所　５０３０林班へ４小班外
期間　平成17年9月16日から平成
17年10月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月15日 18,585,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3707
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

平成１７年森林災害復旧造林事業
（その６）
場所　５２３４林班ほか
期間　平成17年21月2日から平成
17年12月22日
数量　14.7ha

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年12月1日 2,929,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3708
恵庭地区造林共同事業体
（恵庭市駒場町１丁目８番２号）

支笏湖景観形成事業
場所　６０１９林班　に小班外
期間　平成18年3月1日から平成18
年3月15日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成18年2月28日 9,030,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3709
札幌森林整備協同組合
（札幌市南区藤野２条８丁目１４
番１２号）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その９）
場所　５３２４林班
期間　平成17年4月26日から平成
17年8月31日
数量　2,500ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 31,747,802
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3710
札幌造林共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

札幌地区
保安林改良事業
場所　７２林班　な小班外
期間　平成17年6月23日から平成
17年8月26日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年6月22日 6,604,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3711
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その１）
場所　５２７２林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月8月31日
数量　5,500ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 57,418,106
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3712
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

造林事業請負契約
（新植地拵外１種）
場所　２８林班　つ小班外
期間　平成17年5月16日から平成
17年6月17日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年5月13日 2,924,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3713
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

札幌地区造林請負事業
場所　２２林班　ち小班外
期間　平成17年6月23日から平成
17年8月26日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年6月22日 18,984,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3714
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

造林事業請負
場所　砥石山林道線外
期間　平成17年7月22日から平成
17年9月20日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年7月21日 6,742,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3715
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

平成１７年度森林災害
復旧造林事業
場所　５２７２林班　は小班外
期間　平成17年9月16日から平成
17年10月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月15日 28,318,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3716
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

平成１７年度札幌地区造林請負事
業
場所　３６林班　と小班外
期間　平成17年9月16日から平成
17年10月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月15日 5,145,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3717
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

平成１７年度札幌地区保安林改良
事業（その２）
場所　３０８６林班　ろ小班外
期間　平成17年9月28日から平成
17年11月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月27日 4,494,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3718
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

平成１７年度森林災害
復旧造林事業（その４）
場所　５３０９林班　は小班外
期間　平成17年11月28日から平成
17年12月22日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年11月25日 4,189,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3719
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

札幌地区保安林改良事業
（その３）
場所　２２３９林班　は小班外
期間　平成18年3月1日から平成18
年3月15日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成18年2月28日 6,930,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3720
札幌林業共同事業体
（札幌市南区小金湯６３２番地）

積丹地区保安林改良事業
場所　３４００林班　た小班外
期間　平成18年3月22日から平成
18年10月20日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成18年3月20日 18,375,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3721
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その７）
場所　５３２３林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　2,700ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 25,360,453
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3722
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成１７年度森林災害
復旧造林事業（その２）
場所　５３２３林班　い小班外
期間　平成17年11月25日から平成
17年12月22日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年11月25日 5,271,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3723
静内林業共同事業体
（北海道新冠郡新冠町中央庁８番
地）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その８）
場所　５３２５林班
期間　平成17年4月26日から平成
17年8月31日
数量　2,300ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月25日 24,272,479
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3724
静内林業共同事業体
（北海道新冠郡新冠町中央庁８番
地）

平成１７年度森林災害復旧造林事
業（その５）
場所　５３２５林班　い３小班
期間　平成17年11月25日から平成
17年12月22日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年11月24日 3,381,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3725
太平洋石油販売（株）
（札幌市中央区）

スタンド給油等単価契約
期間　平成17年4月1日から平成17
年3月31日
数量　ガソリン　9885.9L
　　　軽油　2215.0L
　　　灯油　3867.1L

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月1日 2,003,310

近隣の給油所であり、かつ現場勤務の都合上、早朝
から営業している等の条件により市場調査を行った
ところ、１社しかなかったことから随意契約とし
た。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3726
日高西部林業請負共同事業体
（北海道新冠郡新冠字本町６９番
地の８）

千歳地区森林災害復旧造林事業
（その５）
場所　５３０４林班ほか
期間　平成17年4月22日から平成
17年8月31日
数量　1,600ｍ3

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年4月21日 18,651,857
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3727
日高西部林業請負共同事業体
（北海道新冠郡新冠字本町６９番
地の８）

造林事業請負代金
場所　５２８３林班い小班
期間　平成17年9月27日から平成
17年10月31日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長
坪田　清美
（札幌市中央区南9条西23丁目1-
10）

平成17年9月27日 7,203,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3728
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代
(1400時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年5月10日 2,519,580

国有林野事業の業務全般に亘り精通し、また、現地
の状況等について熟知している必要があるため相手
が限られ、会計法第29条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3729
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

紅葉山・南部・平岸森林事務所委
託業務代(1086時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年5月10日 1,635,480

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3730
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

空知森林管理署施設清掃等委託業
務請負代(１式)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月1日 4,466,532
業務内容の特殊性及びこれまでの各種契約履行の実
績等から、信用確実であり会計法第29条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3731
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代
(1300時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月8日 2,339,610

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3732
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

数量調査業務請負代（保育間伐活
用型）(3182m3)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年8月26日 1,087,670
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3733
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代
(1400時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年9月9日 2,519,580

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3734
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代
(1460時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年11月11日 2,627,562

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3735
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代(608
時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年1月4日 1,094,217

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3736
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山事務委託代(833
時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年2月2日 1,499,150

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3737
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

総務、経理、管理、経営、土木、
森林育成及び治山業務委託代(688
時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年3月1日 1,238,193

会計法等規程を熟知している必要等があり、また、
国有林野事業の業務全般に亘り精通している必要が
あるため相手が限られ、会計法第29条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3738
（株）カワバタ札幌営業所
（札幌市白石区米里2条4丁目8-
35）

ポリ波状管代(78本)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年2月6日 2,620,800

当該製品は契約相手方が施工性及び強度を考え合わ
せて研究開発され特許を得て製造販売されている製
品であり、施工性及び強度の両面を満たしている製
品は当該製品であり相手が限られ、会計法第29条の
3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3739
（株）カワバタ札幌営業所
（札幌市白石区米里2条4丁目8-
35）

ポリ波状管代(60本)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年2月6日 2,477,160

当該製品は契約相手方が施工性及び強度を考え合わ
せて研究開発され特許を得て製造販売されている製
品であり、施工性及び強度の両面を満たしている製
品は当該製品であり相手が限られ、会計法第29条の
3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3740
（株）北村商店
（芦別市上芦別町517番地）

燃料類単価契約代（ｶﾞｿﾘﾝ外16000
ℓ）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年3月8日 3,144,746
地理的条件が有利で、かつ、過去の取引実績から信
用確実であるため、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3741
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

空知地区造林事業
請負代（空知、5/19～8/12）
（下刈２－１外４種）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年5月18日 17,482,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3742
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

芦別地区保安林整備事業（その
３）工事請負代（空知、5/20～
10/31）
（下刈外）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年5月19日 10,468,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3743
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

空知地区造林事業
（その２）請負代（空知、6/8～
10/31）
（地拵外４種）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年6月7日 27,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3744
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

作業道修理請負代
（空知、7/6～8/31）（刈払）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月5日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3745
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

芦別地区保安林整備事業請負代
（その２）（空知、7/6～8/31）
（作業道修理）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月5日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3746
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

芦別地区保安林整備
事業（その３）工事請負代（空
知、9/27～11/25）
（つる切外2種）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年9月26日 7,245,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3747
芦別川流域林業共同事業体
（芦別市上芦別町38番地）

天然林受光伐請負代(空知、9/28
～12/16）
(天然林受光伐）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年9月27日 14,901,068
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3748
新技術開発（株）
（札幌市中央区北1条東8丁目）

田畑の沢治山工事
（その２）請負代（空知、2/18～
3/15、杭打工外）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年2月17日 5,302,500

請負業者の倒産により工事未完成のまま契約解除し
た工事の継続工事であり、また、現地・工法に熟知
している必要があるため相手が限られ、会計法第29
条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3749
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

空知地区保安林整備事業工事請負
代（空知、5/20～10/31）（下刈
外5種）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年5月19日 5,166,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3750
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

空知地区造林事業
請負代(空知、6/2～8/12）
(下刈２－１外３種)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年6月1日 17,115,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3751
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

作業道修理請負代（刈払）(空
知、7/6～8/31）
(作業道修理)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月5日 4,095,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3752
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

空知地区保安林整備事業請負代
（その２）(空知、7/6～10/22）
(地拵外2種)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年7月5日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3753
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

空知地区造林事業
（その２）請負代(空知、8/2～
11/18）
（地拵外３種）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年8月1日 18,690,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3754
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

天然林受光伐請負代(空知、9/28
～12/16）
(天然林受光伐）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年9月27日 19,263,606
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3755
南空知林業共同事業体
（三笠市西桂沢411番地）

空知地区保安林整備
事業（その３）工事請負代（空
知、11/22～2/28）
(つる切外3種)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年11月21日 38,199,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3756
北海道カーオイル（株）
（岩見沢市4条東6丁目2-3）

燃料類単価契約代（ｶﾞｿﾘﾝ外25400
ℓ）

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成18年3月6日 2,092,648
地理的条件が有利で、かつ、過去の取引実績から信
用確実であるため、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3757
矢田木材（株）
（芦別市上芦別町517番地11）

建設機械賃貸料（小滝の沢林道路
体修理作業）(98時間)

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長
吉田　栄一
（岩見沢市3条東17丁目34番地）

平成17年11月1日 1,279,950
緊急の必要により競争に付することが出来ないこと
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3758
（株）旭友興林
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

北空知支署
電子複写機保守契約
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長
山本　昭彦
（北海道雨竜郡幌加内町字清月）

平成17年4月1日 1,404,764
保守契約時（単価契約）の予定価格が少額随契の予
算決算及び会計令第９９条７号に該当していたため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3759
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林事業請負第１号物件
北空知支署５２９林班よ小班
H17.5.25～H17.10.31

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長
山本　昭彦
（北海道雨竜郡幌加内町字清月）

平成17年6月1日 13,093,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3760
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業１号物件
北空知支署４６３林班る・そ１
H17.7.1～H17.7.31

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長
山本　昭彦
（北海道雨竜郡幌加内町字清月）

平成17年7月1日 4,359,337
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3761
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造搬請負（受光伐・保育間伐）２
号物件
北空知支署52ろ・は・に　404
ろ・は　　515は　516ほ・た
H17.12.1～H18.2.19

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長
山本　昭彦
（北海道雨竜郡幌加内町字清月）

平成17年11月24日 15,206,530
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3762
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

造林事業請負第２号物件
北空知支署４４３林班ほ小班
H17.6.8～H17.8.31

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長
山本　昭彦
（北海道雨竜郡幌加内町字清月）

平成17年6月1日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3763
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

清掃業務等委託契約代金
胆振東部森林管理署内
4月1日～3月31日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年4月1日 2,065,014

契約目的達成のため、他に適当な相手となる者がな
く、当署の業務運営及び施設を熟知している。ま
た、従来から委託しておりその実績は信用確実であ
ることから会計法２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3764
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負代金
1267林班い小班外　28,826m3
4月26日～11月15日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年4月26日 3,869,614

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3765
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①価格評定等
専門的知識を有する事務②分散処
理ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力事務　平成17
年7月11日～8月31日　1,152時
間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年7月11日 2,073,254

本業務については、台風被害の価格評定など専門的
知識を有する事務など国有林野事業全体に精通して
いる必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3766
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①価格評定等
専門的知識を有する事務②分散処
理ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力事務　平成17
年9月12日～10月31日　1,440時
間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年9月12日 2,591,568

本業務については、台風被害の価格評定など専門的
知識を有する事務など国有林野事業全体に精通して
いる必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3767
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①価格評定等
専門的知識を有する事務②分散処
理ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力事務　平成17
年11月14日～12月28日　1,440時
間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年11月11日 2,591,568

本業務については、台風被害の価格評定など専門的
知識を有する事務など国有林野事業全体に精通して
いる必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3768
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①価格評定等
専門的知識を有する事務②分散処
理ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力事務　平成18
年1月16日～2月28日　1,440時
間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年1月12日 2,591,568

本業務については、台風被害の価格評定など専門的
知識を有する事務など国有林野事業全体に精通して
いる必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3769
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①土木・治山
等専門的知識を有する事務　平成
18年3月7日～3月30日　688時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年3月6日 1,238,193
本業務については、土木・治山など専門的知識を有
する必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3770
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託契約代金（①価格評定等
専門的知識を有する事務②分散処
理ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力事務　平成18
年3月15日～3月30日　1,440時
間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年3月14日 1,295,784

本業務については、台風被害の価格評定など専門的
知識を有する事務など国有林野事業全体に精通して
いる必要があるため相手が限られ、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3771
（株）ヤマテ三美
（北海道白老郡白老町字石山１）

志々野林道工事（その２）代金
(400m　平成18年1月13日～平成18
年3月20日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年1月12日 3,150,000
現に契約履行中の工事に直接関連する契約であり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3772
（株）森林テクニクス
（札幌市中央区北４条東２丁目）

萩野横断林道外６線災害復旧測
量・設計業務代金（平成17年6月3
日～6月15日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年6月2日 3,255,000
管内において集中的な異常出水により林道施設災害
が発生し、早急に被害の状況を把握するの業務であ
り会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



3773
（株）森林テクニクス
（札幌市中央区北４条東２丁目）

とどまつ沢林道外３線災害復旧測
量・設計業務
代金（平成17年10月12日～10月21
日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年10月11日 1,680,000
当年度発生した台風災害箇所の林道災害復旧を緊急
に行うための業務であり会計法第２９の３第４項に
該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

3774
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

森林災害復旧造林事業代金（1267
林班い小班外　28,826m3　4月26
日～11月15日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年4月25日 253,009,618
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3775
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

造林事業請負契約代金（下刈外１
種　10い2林小班外　平成１7年5
月30日～12月22日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年5月27日 15,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3776
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

作業道刈払外１種代金（ｸｯﾀﾗ2号
線外　平成17年7月1日～8月10
日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年6月30日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3777
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

作業道修理（刈払）代金（萩野横
断線外　平成17年7月6日～8月10
日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年7月5日 3,202,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3778
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

苫小牧地区森林災害復旧造林事業
費（地拵外１種　1274ろ林小班外　
平成17年9月22日～11月15日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年9月21日 36,772,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3779
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

造林事業請負契約代金（地拵　
284ろ林小班外　平成17年9月22日
～11月30日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年9月21日 33,075,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3780
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

白老地区森林整備事業費（地拵外
１種　199へ林小班外　平成17年9
月22日～10月31日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年9月21日 4,410,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3781
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

苫小牧地区森林災害復旧造林事業
代金（その２）（地拵　199へ林
小班外　平成17年11月22日～12月
28日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年11月21日 13,335,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3782
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

苫小牧地区森林整備事業費（作業
道修理　苫小牧3号線外　平成17
年12月12日～1月31日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年12月9日 6,825,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3783
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

穂別地区森林整備事業費（本数調
整伐　2102林班　平成18年1月21
日～3月10日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年1月20日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3784
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

ポロト地区森林整備事業その２
（本数調整伐外1　297林班外　平
成18年1月24日～3月10日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年1月23日 9,030,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3785
胆振東部林業共同事業体
（苫小牧市栄町２丁目２－１０）

苫小牧地区森林整備事業費（その
２）（地拵外1　1442へ林小班外　
平成18年3月18日～6月10日）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年3月17日 9,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3786
白老石油事業協同組合
（北海道白老郡白老町字石山２７
－５０）

ｽﾀﾝﾄﾞ給油単価契約代金（ｶﾞｿﾘﾝ外
2種）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年5月19日 1,723,123
契約目的達成のため、他に適当な相手となる者がな
く、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3787
（株）イワクラ苫小牧
（苫小牧市晴海町２３－１）

建設機械賃貸借料金（ｵｺｯﾌﾟ第二
作業道修繕　平成18年2月2日～2
月15日　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ58時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年2月1日 706,440
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3788
（株）イワクラ苫小牧
（苫小牧市晴海町２３－１）

建設機械賃貸借料金（ｵｺｯﾌﾟ第一
作業道修繕　平成18年2月14日～2
月27日　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ59時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年2月13日 718,620
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3789
（株）イワクラ苫小牧
（苫小牧市晴海町２３－１）

建設機械賃貸借料金（唐沢第3作
業道修繕　平成18年3月3日～3月
16日　ﾊﾞｯｸﾎｳ25時間　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ37
時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成18年3月2日 686,910
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3790
（株）サカマキ
（北海道勇払郡むかわ町晴海１０
６）

建設機械賃貸借料金（枯崎の沢林
道崩土除去　平成17年7月8日～7
月22日　ﾊﾞｯｸﾎｳ35時間　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
12時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
松本　廣
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年7月7日 545,475
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3791
（株）サカマキ
（北海道勇払郡むかわ町晴海１０
６）

建設機械賃貸借料金（枯崎の沢林
道崩土除去　平成17年7月22日～8
月5日　ﾊﾞｯｸﾎｳ33時間　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ9
時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
松本　廣
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年7月21日 486,360
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3792
（株）鼻和組
（恵庭市泉町７３）

建設機械賃貸借料金（ﾄｻﾉ沢林道
崩土除去　平成17年12月13日～12
月22日　ﾊﾞｯｸﾎｳ26時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年12月12日 300,300
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3793
（株）鼻和組
（恵庭市泉町７３）

建設機械賃貸借料金（和泉支線林
道崩土除去　平成17年12月16日～
12月27日　ﾊﾞｯｸﾎｳ35時間　ﾌﾞﾙﾄﾞｰ
ｻﾞ26時間）

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長
中村　正敏
（北海道白老郡白老町日の出町3丁
目4番1号）

平成17年12月15日 720,930
建設機械の賃貸借料であり、予定価格が少額である
ことから、会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3794
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

素材検知業務請負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年6月22日 1,222,448

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3795
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

日高事業宿舎合宿所
委託料（第２四半期分）
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年7月1日 4,110,118
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3796
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

日高事業宿舎合宿所
委託料
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年9月16日 3,887,350
業務内容の特殊性及びこれまでの各種契約履行の実
績等から、信用確実であり会計法２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3797
（株）カワバタ札幌営業所
（札幌市白石区米里２条４丁目８
番３５号）

ポリ波状管
４０本

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成18年3月6日 4,498,410
特殊な製品であり競争を許さず会計法２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3798
（株）日本ライフテック
（札幌市豊平区豊平１条２丁目１
－１５）

バイオトイレ代
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年10月3日 9,975,000
特殊な製品であり競争を許さず会計法２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3799
（株）民栄商事
（北海道沙流郡日高町新町３丁
目）

燃料単価契約
ガソリン外１種

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年5月11日 2,908,846

燃料等の単価契約であるが、使用予定数量から勘案
したときに、１６０万円を超えないと判断したこと
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９
条第３号を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3800
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

素材生産事業請負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年6月22日 74,804,435
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3801
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

日高地区水源森林総合整備事業請
負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年6月22日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3802
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

日高北部地区保安林
改良事業
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年7月13日 2,667,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3803
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

造林事業請負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年7月26日 20,685,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3804
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

平取地区保安林改良
事業請負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年9月13日 12,904,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3805
日高北部林業共同事業体
（北海道沙流郡門別町富川北３丁
目３番１６号）

平取地区保安林改良
事業（その２）請負代金
一式

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長
井上　康
（北海道沙流郡日高町栄町東2丁目
258の3）

平成17年10月17日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3806
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託請負契約代金(680時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月20日 1,223,796

本業務は、国有林野事業全般に精通している必要が
あり、契約の性質上、競争契約になじまないため、
会計法２９条の３　４項、予決令１０２条の４　３
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3807
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

検知業務請負契約代金
（15358m3）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月25日 3,152,133

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3808
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

事務委託請負契約代金（720時
間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月30日 1,295,784

本業務は、国有林野事業全般に精通している必要が
あり、契約の性質上、競争契約になじまないため、
会計法２９条の３　４項、予決令１０２条の４　３
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3809
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

署施設清掃等業務委託請負契約代
金（平成17年4月1日～平成18年3
月31日までの清掃等業務委託料）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月1日 2,364,264

契約目的達成のため、他に適当な相手となる者がな
く、当署の業務運営及び施設を熟知している。ま
た、従来から委託しておりその実績は信用確実であ
ることから会計法２９条の３第４項、予決令１０２
条の４　３号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3810
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

合宿所運営委託請負契約代金（平
成17年4月1日～平成18年3月31日
までの運営委託料）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月3日 4,184,198
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3811
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械賃貸借代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.8m3級90時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月19日 1,020,600
融雪により被災した林道を応急的に復旧し、奥地の
状況を緊急に把握する必要があるため、会計法29条
の３　４項、予決令１０２条の４　３号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3812
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械賃貸借代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.8m3級106時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 1,202,040
融雪により被災した林道を応急的に復旧し、奥地の
状況を緊急に把握必要があるため、会計法29条の３　
４項、予決令１０２条の４　３号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3813
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械賃貸借代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.8m3級98時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 1,111,320
融雪により被災した林道を応急的に復旧し、奥地の
状況を緊急に把握する必要があるため、会計法29条
の３　４項、予決令１０２条の４　３号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3814
ひだか南森林組合
（北海道様似郡様似町大通2丁目
35番4）

海岸防災林造成事業
（その１）
請負契約代金（3219林班外、
H17.6.4～H17.9.30）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月13日 5,355,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3815
ひだか南森林組合
（北海道様似郡様似町大通2丁目
35番4）

海岸防災林造成事業
（その２）
工事請負契約代金（3219林班外、
H17.6.4～H17.9.30）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月3日 21,577,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3816
ひだか南森林組合
（北海道様似郡様似町大通2丁目
35番4）

海岸防災林造成事業
（その３）
工事請負契約代金（3219林班外、
H17.10.4～H17.12.20）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月3日 8,662,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3817
阿部建設工業（株）
（旭川市緑町20丁目2748番地8）

建設機械賃貸借代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.8m3級110時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 1,247,400
融雪により被災した林道を応急的に復旧し、奥地の
状況を緊急に把握する必要があるため、会計法29条
の３　４項、予決令１０２条の４　３号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

3818
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

天然林受光伐保育間伐請負契約代
金（11187m3）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月25日 118,823,093
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3819
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

保育間伐（活用型）業務請負契約
代金（4171m3）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月21日 51,522,329
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3820

静内林業共同事業体
代表者 （株）イワクラ 新冠出張
所
（苫小牧市晴海町23－1）

造林事業請負契約代金（3003ぬ林
小班外　H17.5.19～H17.8.12）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 4,242,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3821

静内林業共同事業体
代表者 （株）イワクラ 新冠出張
所
（苫小牧市晴海町23－1）

保安林改良事業請負契約代金（10
林班外　H17.7.8～H17.9.30）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月7日 3,696,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3822

静内林業共同事業体
代表者 （株）イワクラ 新冠出張
所
（苫小牧市晴海町23－1）

造林事業請負契約代金（西の沢外　
H17.7.20～H17.9.30）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月19日 2,856,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3823

静内林業共同事業体
代表者 （株）イワクラ 新冠出張
所
（苫小牧市晴海町23－1）

造林事業請負契約代金（117ろ林
小班外　H17.10.15～H17.12.28）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月14日 5,046,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3824

日高西部林業請負共同事業体
代表者 （有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69ー
8）

保安林改良事業請負
契約代金(2042ろ林小班外、
H17.7.6～H17.10.31)

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月5日 8,190,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3825

日高西部林業請負共同事業体
代表者 （有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69ー
8）

造林事業請負契約代金（東川右線
外　H17.7.14～H17.9.30）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月13日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3826

日高西部林業請負共同事業体
代表者 （有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69ー
8）

造林事業請負契約代金（2164ろ3
林小班外　H17.9.15～
H17.10.31）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月14日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3827

日高西部林業請負共同事業体
代表者 （有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69ー
8）

造林事業請負契約代金（2101に林
小班外　H17.10.7～H17.12.28）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月6日 2,163,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3828
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

中学校地区公務員宿舎屋根板金工
事請負契約代金（中学校地区公務
員宿舎、H18.2.28～H18.3.24）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月27日 2,354,874
予定価格が250万円を越えない少額の工事であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第
２号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3829
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

中学校地区公務員宿舎外壁塗装工
事代金（中学校地区公務員宿舎、
H18.3.10～H18.3.24）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月9日 1,566,726
予定価格が250万円を越えない少額の工事であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第
２号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3830
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

管理署地区公務員宿舎及び物置外
部改修工事請負契約代金（管理署
地区公務員宿舎、H18.3.7～
H18.3.24）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 1,976,100
予定価格が250万円を越えない少額の工事であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第
２号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3831
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

管理署地区公務員宿舎内部修繕工
事代金（管理署地区公務員宿舎、
H18.2.16～H18.3.10）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月15日 1,526,700
予定価格が250万円を越えない少額の工事であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第
２号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3832
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級72時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 816,480
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3833
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級88時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月18日 997,920
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3834
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年5月19日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3835
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級72時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月9日 816,480
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3836
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級74時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月13日 839,160
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3837
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級76時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月13日 861,840
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3838
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級86時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月13日 975,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3839
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級77時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月13日 873,180
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3840
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級66時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月13日 748,440
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3841
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン32時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3級
54時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月22日 930,300
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3842
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾄﾗｯｸ12
トン車3日、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ12トン（ｸﾛｰ
ﾗｰﾀｲﾌﾟ）6時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年6月22日 110,250
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3843
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級74時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月6日 839,160
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3844
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級72時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月6日 816,480
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3845
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月6日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3846
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級73時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月6日 827,820
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3847
廣信建設興業（株）
（北海道浦河郡浦河町字向別399
番地1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級27時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月11日 306,180
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3848
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級66時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月11日 748,440
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3849
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級62時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月11日 703,080
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3850
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級65時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月11日 737,100
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3851
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン34時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3級
52時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月19日 928,620
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3852
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級83時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年7月19日 923,790
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3853
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン21時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3級
49時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 807,030
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3854
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級74時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 839,160
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3855
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級73時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 827,820
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3856
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級70時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 793,800
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3857
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3858
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級70時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 793,800
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3859
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン20時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3級
48時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 783,720
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3860
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級71時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年8月5日 805,140
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3861
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級80時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月1日 907,200
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3862
北成建設（株）
（北海道石狩郡当別町園生54番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級77時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月1日 873,180
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3863
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月1日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3864
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級81時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月1日 918,540
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3865
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級82時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月1日 929,880
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3866
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級84時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 952,560
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3867
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級74時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 839,160
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3868
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級60時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 680,400
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3869
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級80時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 907,200
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3870
北成建設（株）
（北海道石狩郡当別町園生54番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3871
新谷建設（株）
（旭川市6条通3丁目右10号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級63時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月5日 714,420
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3872
新谷建設（株）
（旭川市6条通3丁目右10号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級58時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年9月9日 657,720
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3873
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級69時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 782,460
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3874
菱中建設（株）
（札幌市中央区北5条西6丁目1番
地23）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3875
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級61時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 691,740
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3876
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級76時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 861,840
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3877
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級58時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 657,720
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3878
賀集産業（株）
（北海道日高郡新ひだか町静内海
岸町1－3－16）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級72時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 816,480
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3879
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級72時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 816,480
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3880
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級45時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 510,300
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3881
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3882
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3883
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年10月5日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3884
（有）三浦組
（北海道日高郡新ひだか町三石字
本桐217－5）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級26時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月1日 308,490
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3885
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級76時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 861,840
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3886
廣信建設興業（株）
（北海道浦河郡浦河町字向別399
番地1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級78時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 884,520
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3887
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級61時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 691,740
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3888
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級64時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 725,760
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3889
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級69時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 782,460
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3890
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3891
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級52時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 589,680
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3892
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級63時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 714,420
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3893
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級75時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 850,500
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3894
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級70時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月4日 793,800
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3895
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級63時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月16日 714,420
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3896
（株）坂本組
（北海道日高郡新ひだ町三石字本
桐100）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級24時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月16日 272,160
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3897
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月16日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3898
（株）あすなろサッポロ
（札幌市中央区宮の森２条６丁目
２－５）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級53時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月17日 601,020
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3899
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級27時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年11月22日 306,180
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3900
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級47時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 532,980
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3901
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級43時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 487,620
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3902
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級36時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 408,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3903
賀集産業（株）
（北海道日高郡新ひだか町静内海
岸町1－3－16）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級36時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 408,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3904
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級42時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 476,280
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3905
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級40時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月2日 453,600
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3906
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級49時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月9日 555,660
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3907
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級42時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月9日 476,280
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3908
菱中建設（株）
（札幌市中央区北5条西6丁目1番
地23）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級30時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月9日 340,200
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3909
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級44時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月9日 498,960
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3910
（有）三浦組
（北海道日高郡新ひだか町三石字
本桐217－5）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級45時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月9日 510,300
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3911
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン58時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3級
20時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月13日 921,060
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3912
（有）三浦組
（北海道日高郡新ひだか町三石字
本桐217－5）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン58時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3級
20時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月13日 921,060
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3913
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級32時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月16日 362,880
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3914
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級36時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月16日 408,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3915
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級38時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月16日 430,920
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3916
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級35時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月16日 396,900
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3917
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級35時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月16日 396,900
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3918
王木林材（株）
（北海道沙流郡日高町富川南5丁
目5番5号）

建設機械チャーター代金（ﾄﾗｯｸ12
トン車4日、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ（ｸﾛｰﾗｰﾀｲ
ﾌﾟ）56時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年12月19日 399,000
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3919
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級53時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 601,020
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3920
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級54時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 612,360
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3921
（株）坂本組
（北海道日高郡新ひだ町三石字本
桐100）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級34時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 385,560
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3922
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級54時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 612,360
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3923
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級45時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 510,300
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3924
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級46時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 521,640
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3925
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級47時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 532,980
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3926
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級56時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 635,040
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3927
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級54時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月13日 612,360
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3928
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級34時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月18日 385,560
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3929
岩田建設（株）
（札幌市中央区北2条東17丁目）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級50時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月18日 567,000
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3930
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級36時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年1月18日 408,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3931
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級48時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 544,320
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3932
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級50時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 567,000
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3933
（株）坂本組
（北海道日高郡新ひだ町三石字本
桐100）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級37時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 419,580
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3934
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級42時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 476,280
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3935
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級38時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 430,920
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3936
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級36時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 408,240
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3937
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級43時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月9日 487,620
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3938
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級80時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月10日 890,400
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3939
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級80時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年2月24日 890,400
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3940
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級65時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月3日 737,100
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3941
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級37時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 419,580
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3942
岩倉建設（株）
（苫小牧市木場町2丁目9番6号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級23時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 260,820
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3943
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級67時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 759,780
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3944
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級38時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 430,920
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3945
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級32時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 362,880
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3946
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン42時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3級
37時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月6日 922,320
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3947
（株）中島組
（北海道浦河郡浦河町荻伏町492
番地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級31時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 351,540
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3948
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級29時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 328,860
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



3949
（株）笹田組
（北海道沙流郡日高町字厚賀町
106-1）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級28時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 317,520
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3950
（株）賀集建設
（北海道日高郡新ひだか町静内木
場町2丁目2番5号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級30時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 340,200
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3951
（株）アライ
（北海道沙流郡門別町字厚賀172
番地3）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級27時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 306,180
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3952
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン20時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3級
60時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月13日 919,800
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3953
（有）名須川林業
（北海道新冠郡新冠町字本町69番
地）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級80時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月15日 890,400
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3954
（株）大川建設
（北海道日高郡新ひだか町静内字
田原1011）

建設機械チャーター代金（ﾌﾞﾙﾄｰ
ｻﾞ11トン20時間、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3級
60時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月17日 919,800
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3955
（株）村田土建
（北海道静内郡静内町緑町7丁目1
番28号）

建設機械チャーター代金（ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3級48時間）

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成18年3月23日 544,320
予定価格が100万円を越えない少額の役務であるた
め、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第７
号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3956
静内町農業協同組合
（北海道日高郡新ひだか町静内本
町4丁目1番6号）

単価契約代金（ガソリン9814ℓ、
軽油2910ℓ)

分任支出負担行為担当官
農林水産省林野庁北海道森林管理
局
日高南部森林管理署長
毛利　敏昭
（北海道静内郡静内町緑町5-6-5）

平成17年4月1日 1,591,110
予定価格が160万円を越えない物品の購入のため、
会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第３号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3957
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目）

天塩郡天塩町新栄通７丁目　　独
身寮運営受託料として　　　期間
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年4月1日 1,756,920
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3958
（株）旭友興林
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

天塩郡天塩町新栄通６丁目   　　
電子複写機保守料として　   　　
期間H17.7.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年7月11日 2,364,282

使用機種は、使用頻度から適当な性能を有してお
り、また、継続契約することにより適正な価格で契
約が見込め会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3959
（株）遠藤重機建設
（北海道天塩郡遠別町北浜）

２１６６及２１６９林班販売作業
道作設工事　　　　　　　　期間
H17.8.10～H17.8.30

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年8月9日 3,465,000

土木工事有資格者名簿及び、過去における近隣署等
の作業道作設工事において、技術優秀と認められる
ことから、会計法２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令１０２条の４第４項のロに該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3960
羽幌地方林産協同組合
（北海道苫前郡羽幌町緑町５７番
地）

造林事業請負（２０４３，　　２
０４７，２０６５，２０６６，２
０６７，２０６８，２０７１，２
０９，２０９１，２０９２林班
外）
（第３号物件）期間H17.5.24～
H17.8.10

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年5月23日 2,545,649
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3961
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山１０丁目７４番地）

造林事業請負（２，１３，１４，
１５，１６，３９，４１　林班
外）
（第２号物件）　　　　　　　　　
　期間H17.5.24～H17.8.10

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年5月23日 2,798,636
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3962
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山１０丁目７４番地）

造林事業請負（２，１３，１４，
１５，１６，３９，４１　林班
外）
（第２号物件）　　　　　　　　　
　期間H17.5.24～H17.8.10

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年5月23日 1,438,201
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3963
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山１０丁目７４番地）

浜啓明地区森林整備事業（２０４
３，２０４７，２０５２，２０６
５，２０６６，２０６７，２０６
８，２０６９，２０７１，２０９
０，２０９１，２０９２林班）
（第３号物件）　　　　　　期間
H17.6.17～H17.10.31

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年6月16日 6,972,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3964
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山１０丁目７４番地）

天塩、振老、更岸地区森林整備事
業（第１号物件）　　　　　期間
H17.6.17～H17.10.31

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年6月16日 3,696,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3965
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山１０丁目７４番地）

製品生産事業請負（７６，２０１
３，２１３１，２１５３，２１５
５林班）　　　　　　　　期間
H17.11.16～H18.2.28

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年11月9日 42,709,535
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3966
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負（１２，１６，６
５，６６，６９，８８，１０１
５，１０１６，１１０４，１１０
５，１１４４，１１４５，林班
外）
（第１号物件）期間H17.5.24～
H17.8.31

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年5月24日 8,575,582
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3967
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負（７３，７５，９
３，１０２５，２０７０，２２４
８，林班）期間H17.8.1～
H17.10.31
（第１号物件追加１号）

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年7月26日 3,035,728
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3968
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負（７３，７５，９
３，１０２５，２０７０，２２４
８，林班）期間H17.8.1～
H17.10.31
（第１号物件追加１号）

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年7月26日 1,695,456
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3969
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負（７３，７５，９
３，１０２５，２０７０，２２４
８，林班）期間H17.8.1～
H17.10.31
（第１号物件追加１号）

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年7月26日 1,572,062
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3970
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負（７３，７５，９
３，１０２５，２０７０，２２４
８，林班）期間H17.8.1～
H17.10.31
（第１号物件追加１号）

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
城石　保廣
（北海道天塩郡天塩町新栄通6丁
目）

平成17年7月26日 1,319,754
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3971
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２－２
０）

炊事委託料
平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年5月9日 1,601,600
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

3972
シーテック工業（株）小平支店
（北海道留萌郡小平町４８４番地
の１）

林道除排雪作業代　知布志内林道　
平成１８年２月２０日～平成１８
年３月１５日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成18年2月14日 1,175,727
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第２号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3973
ハラダ工業（株）
（留萌市栄町２丁目７番３１号）

切込砂利代（０～８０㎜）　
５００ｍ3

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年11月29日 1,627,500
当該地域には販売業者が１社であり、他に契約者対
象者いないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3974
旭川地方原木生産事業体
（旭川市永山町１０丁目）

造林事業検知請負（受光伐　３号
物件）数量4,010ｍ3平成１７年１
２月１５日～平成１８年３月１５
日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年12月12日 1,097,098

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

3975 庁舎敷地借上料

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年4月1日 4,500,937
土地所有者のため契約者以外には該当が無く、会計
法第２９条の３第４項及び予決令１０２条４　３号
に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3976
道央林業共同事業体
（旭川市神楽３条５丁目３番２
号）

造林事業請負第１号物件　地拵外
６作業種　平成１７年５月３０日
～平成１７年１０月３１日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年5月27日 9,030,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3977
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

１１８２林班作業道新設
工事代　延長3,100ｍ平成１７年
７月１４日～平成１７年９月１５
日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年7月13日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3978
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

製品生産事業造搬請負（保育間伐
活用型・受光伐）１号物件数量
1,410ｍ3　平成１７年９月１５日
～平成１７年１０月３１日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年9月8日 14,141,036
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3979
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

造林事業造搬請負（受光伐　３号
物件）数量4,010ｍ3平成１７年１
２月１５日～平成１８年３月１５
日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年12月12日 43,549,775
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3980
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

造林事業請負第３号物件
下刈外１作業種　平成１７年６月
８日～平成１７年８月１０日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年6月7日 2,247,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3981
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

上平．昭和地区森林整備事業　第
１号物件　下刈外２作業種　平成
１７年６月８日～平成１７年１０
月３１日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年6月7日 1,396,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3982
留萌地方石油業協同組合
（留萌市本町３丁目３２番地）

ガソリン外店頭給油代
ガソリン外２種

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年5月11日 1,880,665

燃料等の単価契約であるが、使用予定数量から勘案
したときに、１６０万円を超えないと判断したこと
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９
条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3983
留萌林業共同事業体
（留萌市高砂町３丁目６番１号）

造林事業請負第２号物件
地拵外７作業種　平成１７年６月
２日～平成１７年１０月３１日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長
齋藤　照雄
（留萌市錦町4丁目3番8号）

平成17年5月31日 7,791,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3984
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目2-20）

製品生産事業
（数量調査）請負２号物件
271林班ほか　4830m3
17.7.11～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年7月11日 1,804,895

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3985
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目2-20）

製品生産事業
（数量調査）５号物件
2097林班ほか　3320m3
17.12.1～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年11月25日 1,070,070

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3986
（株）旭友興林
（旭川市神楽４条５丁目1-32）

電子複写機 賃貸借料
６台　
17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月17日 3,163,071
長年、電子複写機の賃貸借をしている者であり、信
用確実であり、信頼のできる業者であることから、
会計法第２９条の３第４項を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3987
橋本川島・飯島・吉良共同事業体
代表･橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
（旭川市旭町２条７丁目12-90）

安川地区その１災害関連緊急工事
(中川郡中川町1070林班)
17/11/18～18/2/24

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年11月17日 13,860,000
同地区において別工事が既履行中のため、有利と考
えられることから会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４　第４項イに該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3988

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林請負事業　第６号物件
３林班ほか　
17.6.6～8.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 5,082,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3989

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林請負事業　第７号物件
２３７林班ほか
17.6.6～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 2,583,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3990

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林事業請負（第７号物件追加１
号・混合契約）
2339林班ほか　
17.10.31～18.2.28

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年10月28日 4,315,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3991

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業（造搬）
請負　１号物件
1117林班2310m3
17.5.23～7.29

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月23日 22,331,265
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3992

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林請負事業　第５号物件
３１林班ほか
17.6.6～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 5,691,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



3993

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業（造搬）
請負　２号物件
271林班ほか4830m3
17.7.11～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年7月11日 47,263,825
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3994

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業（造搬）
請負　４号物件
312林班ほか1010m3
17.10.24～11.30

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年10月21日 11,343,439
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3995

上川中部林業共同事業体
代表:南富良野木材産業
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業（造搬）
請負　５号物件
2097林班　3320m3
17.12.1～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年11月25日 34,398,431
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3996
道央林業共同事業体
代表:旭造林（株）
（旭川市神楽３条５丁目3-2）

南丘地区森林整備事業（２号物
件）
2355林班ほか
17.5.21～17.10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月20日 12,967,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3997
道央林業共同事業体
代表:旭造林（株）
（旭川市神楽３条５丁目3-2）

落合沢上流地区森林整備事業（１
号物件）
９５林班ほか
17.5.21～17.8.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月20日 1,176,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3998
道央林業共同事業体
代表:旭造林（株）
（旭川市神楽３条５丁目3-2）

造林請負事業　第２号物件
2401林班ほか
17.6.6～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 15,225,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

3999
道北林業共同事業体
代表:（株）旭友林業
（旭川市神楽４条５丁目1-32）

造林請負事業　第３号物件
1113林班ほか
17.6.6～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 8,694,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4000
北友林業共同事業体
代表:東邦木材工業（株）
（士別市朝日町中央4021）

似峡・天塩岳・中天塩地区森林整
備事業（３号物件）
2077林班ほか
17.5.21～17.10.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月20日 13,597,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4001
北友林業共同事業体
代表:東邦木材工業（株）
（士別市朝日町中央4021）

造林事業請負　第１号物件
2184林班ほか
17.6.1～10.31

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年5月31日 20,937,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4002
北友林業共同事業体
代表:東邦木材工業（株）
（士別市朝日町中央4021）

製品生産事業（造搬）
請負　３号物件
2335林班ほか　1840m3
17.8.18～10.14

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年8月11日 17,200,310
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4003
名寄地区林産協同組合
（名寄市東１条南３丁目）

造林請負事業　第４号物件
1068林班
17.6.6～8.10

分任支出負担行為担当官
上川北部森林管理署長
石井　裕一
（北海道上川郡下川町緑町21番地
4）

平成17年6月3日 5,187,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4004
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２番２０
号）

造林事業数量調査請負（第１号物
件）代金　2129林班ぬ2小班外　
H17.5.10～H17.8.25　単木測定・
層積検知6,500m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月9日 1,990,098

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4005
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２番２０
号）

造林事業数量調査請負（第３号物
件）代金　3029林班い小班外　
H17.8.11～H17.11.4　単木測定・
層積検知4,600m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年7月29日 1,565,334

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4006
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２番２０
号）

独身寮運営委託料 宗谷森林管理
署食事提供施設　H17.4.1～
H18.3.31　稼働予定日数244日

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年9月1日 1,631,140
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4007
（有）よつばフォーレスト
（稚内市大字声問村字曲淵3962番
地）

沙流９線基幹第２作業道新設工事　
（間伐推進路網整備モデル事業）　
4156・4155林班　H17.10.1～
H17.11.1　作業道新設2,500m

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年9月30日 5,775,000
現に契約履行中の工事に追加して行うことが必要な
工事であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第４号イに該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4008
荒井・旭友・原田　ヤムナイ沢１
災害関連緊急工事共同事業体
（旭川市４条西２丁目）

ヤムナイ沢その１災害関連緊急工
事請負代金　104・105林班　
H17.10.14～H17.12.28　導流堤
1,423m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年10月13日 20,475,000
現に契約履行中の工事に追加して行うことが必要な
工事であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第４号イに該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4009

希少野生動植物種（レブンアツモ
リソウ）保護管理委託代　礼文森
林事務所部内  
H17.5.13H17.11.15　希少動植物
種保護管理　予定日数107日

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 1,123,500

希少野生動植物種保護管理委託業務の自然保護管理
に関する契約であり、長年その業務に携わり、業務
経験の知見を有していることから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4010
宗谷林業共同事業体
（北海道天塩郡豊富町大通５丁
目）

問牧地区森林整備事業（第７号物
件）請負代金　3236林班よ小班外　
H17.5.14～H17.10.10　地拵
11.28ha 植付12.51ha 下刈
22.77ha つる切12.75ha 根踏
5.46ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 27,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4011
宗谷林業共同事業体
（北海道天塩郡豊富町大通５丁
目）

造林事業請負（第５号物件）代金　
30林班は小班外　H17.5.14～
H17.9.30　根踏12.82ha 下刈
224.43ha 作業道修理23.06km 歩
道修理12.48km

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 9,691,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4012
宗谷林業共同事業体
（北海道天塩郡豊富町大通５丁
目）

香深地区森林整備事業（第１１号
物件）請負代金　130林班ふ小班
外　H18.3.11～H18.8.10　補植
3.00ha 下刈24.00ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成18年3月10日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4013
丹野・千葉・朝日　ヤムナイ沢２
災害関連緊急工事共同事業体
（旭川市４条西２丁目）

ヤムナイ沢その２災害関連緊急工
事請負代金　104・105林班　
H17.10.14～H17.12.28　河床整理
12,762.6m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年10月13日 5,250,000
現に契約履行中の工事に追加して行うことが必要な
工事であり、会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第４号イに該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4014
道央林業共同事業体
（旭川市神楽３条５丁目３番２
号）

造林事業請負（第４号物件）代金　
3092林班や小班　H17.5.14～
H17.8.10　根踏13.22ha 下刈
234.90ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 9,838,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4015
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

メークマ・南小の森地区森林整備
事業（第３号物件）請負代金　75
林班く小班外　H17.5.14～
H17.10.31　地拵・植付0.43ha 下
刈3.39ha 作業道修理1,670m 防風
柵新設351基

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 21,735,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4016
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

造林事業請負（第３号物件）代金　
123林班お1小班外　H17.5.14～
H17.9.30　下刈316.34ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 16,873,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4017
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

猿払地区森林整備事業（第５号物
件）請負代金　1099林班に小班外　
H17.5.14～H17.8.31　下刈
18.26ha 防風柵新設129基

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 2,362,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4018
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

石崎・鬼脇・姫沼・南浜・鴛泊地
区森林整備事業（第１０号物件）
請負代金　119林班む小班外　
H18.3.11～H18.10.10　地拵・植
付3.20ha 下刈46.16ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成18年3月10日 5,880,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4019
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

仙法志地区森林整備事業（第９号
物件）請負代金　111林班く小班
外　H18.3.11～H18.8.31　下刈
3.20ha 本数調整伐12.00ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成18年3月10日 1,417,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4020
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

造林事業造搬請負（第１号物件）
代金　2129林班ぬ2小班外　
H17.5.10～H17.8.25　伐倒・集
材・造材・巻立6,500m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月9日 61,953,645
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4021
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

枝幸・山臼・音標地区森林整備事
業（第６号物件）請負代金　3240
林班わ1小班外　H17.5.14～
H17.10.31　地拵・植付3.01ha　
準備地拵2.31ha 下刈186.12ha 根
踏1.31ha つる切55.64ha 防風柵
新設240基

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 23,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4022
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

造林事業請負（第１号物件）代金　
1070林班つ小班外　H17.5.14～
H17.9.30　根踏7.75ha 下刈
173.16ha 作業道修理2.61km 歩道
修理19.41km

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 7,545,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4023
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

上声問地区森林整備事業（第１号
物件）請負代金　14林班け小班外　
H17.5.14～H17.10.10　地拵・植
付4.50ha 下刈31.80ha 作業道修
理2,226m

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 7,056,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4024
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

小石地区森林整備事業（第４号物
件）請負代金　1015林班こ小班外　
H17.5.14～H17.10.10　地拵・植
付2.50ha 下刈70.58ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 5,985,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4025
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

造林事業請負（第１号物件追加１
号）代金　123林班り小班外　
H17.7.20～H17.10.31　地拵・新
植（植込）15.00ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年7月19日 10,484,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4026
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

造林事業造搬請負（第３号物件）
代金　3029林班い小班外　
H17.8.11～H17.11.4　伐倒・集
材・造材・巻立4,600m3

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年7月29日 49,000,486
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4027
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

造林事業請負（第２号物件）代金 
2012林班や小班外　H17.5.14～
H17.8.10　下刈46.95ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4028
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

豊富地区森林整備事業（第８号物
件）請負代金　4170林班外　
H17.5.14～H17.8.10　歩道修理
72,013m

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年5月13日 1,024,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4029
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

造林事業請負（第２号物件追加１
号）代金　2021林班り小班外　
H17.7.20～H17.10.31　つる切除
伐58.74ha

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年7月19日 3,402,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4030
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

礼文島森林再生事業請負代金　
157林班ヌ小班　H17.8.11～
H17.10.31　地拵・新植1.00ha 下
刈4.04ha 防風柵新設43.2m

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成17年8月8日 2,362,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4031
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

船泊地区森林整備事業（第１２号
物件）請負代金　157林班て小班　
H18.3.11～H18.8.10　補植0.57ha 
下刈99.07ha 歩道修理1,200m 作
業道修理2,563m

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
竹中　三成
（稚内市中央1丁目2番7号）

平成18年3月10日 3,444,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4032
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目）

製品生産事業請負(検知)4号物件
2143にちり林小班外1林小班      
H17.8.1～H17.10.31　　　　　
3,490㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年7月26日 1,109,250

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4033
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目）

製品生産事業請負(検知)5号物件
2310ろへと林小班外2林小班      
H17.9.2～H17.11.10　　　　　
2,950㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年9月2日 1,065,740

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4034
（株）旭友興林
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

電子複写機賃貸借・保守料契約　　
上川中部森林管理署本署外７箇所　
H17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年6月14日 3,926,560

機械保守及び消耗品の供給契約を結んでおり、メー
カー保証等履行中の契約者以外の者に履行させるこ
とが不利であることから会計法２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4035
（株）高野土木重機興
（旭川市東鷹栖６線１２号）

バックホウ・トラクタ賃貸借料上
川郡鷹栖町知遠別　　　　　
H17.11.1～H17.11.11

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年11月1日 1,408,260

緊急を要したことから地理的条件が有利であり、過
去の取引実績からも信用確実であり会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条４　３項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4036
（株）高野土木重機興
（旭川市東鷹栖６線１２号）

切込砂利代（徳星林道外３路線）
H17.8.1～H18.3.31　　　     
1,190㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年7月29日 1,999,200
地理的条件が有利であり、過去の取引実績からも信
用確実であり会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4037
旭川地方原木生産事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

製品生産事業請負(検知)2号物件
23へ林小班外5林小班　　　　　　
H17.5.10～H179.30　　　　　　
4,940㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年5月10日 1,669,454

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4038
上川中部林業共同事業体
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

製品生産事業請負(造搬)4号物件　
2143にちり林小班外１林小班　　　
　　H17.8.1～H1710.31
3,490㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年7月26日 33,034,654
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4039
上川南部林業共同事業体
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

平成１７年度造林事業請負契約第
２号物件
1055ね林小班外
H17.5.20～H17.11.15

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年5月19日 23,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4040
上川南部林業共同事業体
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

旭山・茅刈別・大雪地区森林整備
事業（第１号物件）
52よ林小班外
H17.6.23～H17.8.31

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年6月22日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4041
沢井石油商事（株）
（北海道上川郡上川町栄町79-6）

スタンド給油単価契約(上川地区)
H17.4.1～H18.3.31
ガソリン外３種

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年8月12日 3,180,318
地理的条件が有利であり、過去の取引実績からも信
用確実であり会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4042
道央林業共同事業体
（旭川市神楽３条５丁目３番２
号）

平成１７年度造林事業請負契約第
１号物件
148つ林小班外
H17.6.1～H17.11.15

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年5月31日 11,392,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4043
道央林業共同事業体
（旭川市神楽３条５丁目３番２
号）

製品生産事業請負(造搬)6号物件　
2021ほ林小班外4林小班　　　　　
H17.9.2～H1711.10　　　　　
2,330㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年9月2日 21,529,506
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4044
道北林業共同事業体
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

製品生産事業請負(造搬)2号物件　
23へ林小班外5林小班　　　　　
H17.5.10～H17.9.30　　　　　
4,940㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年5月10日 43,803,070
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4045
南宗谷林業共同事業体
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

製品生産事業請負(造搬)5号物件
2310ろへと林小班外2 林小班　　　
H17.9.2～H17.11.10　　　　
2,950㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年9月2日 27,955,044
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4046
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

製品生産事業請負(造搬)1号物件
2219はにほへ林小班外３林小班　　
H17.5.10～H17.6.30　　　　　　
　　　2,720㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年5月10日 26,460,135
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4047
北央森林整備共同事業体
（旭川市永山町１０丁目７４番
地）

製品生産事業請負(造搬)3号物件
354る林小班外9林小班     　　　
H17.6.29～H17.10.31　　　　　
　　5,770㎥

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長
今井　啓二
（旭川市神楽3条4丁目3番25号）

平成17年6月29日 53,316,582
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4048
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２番２０
号）

独身寮運営委託料として　　　　　
空知郡南富良野町字幾寅　　　　　
　１７．４．１～１８．３．３１

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年9月5日 1,734,820
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4049
（株）あすなろ旭川支社
（旭川市神楽２条５丁目２番２０
号）

保育間伐活用型代数量調査４号物
件代として　　数量調査　　　１
０３４林班他　３，０８０㎥
17.11.14～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年11月10日 1,182,564

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4050
（株）旭友興林
（旭川市神楽４条５丁目１番３２
号）

電子複写機保守料として　　　　　
　空知郡南富良野町字幾寅　　　
　１７．４．１～１８．３．３１

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成18年3月6日 1,170,362
平成１３年に複写機購入時に保守契約を５年とした
ため、各年毎に随意契約とした。当時は旭川分局で
一括契約をしていた。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4051

上川中部林業共同事業体
南富良野木材産業K・K
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林事業請負（第２号物件）代と
して  地拵、植付、下刈他    １
２４５林班他地拵6,15ｈａ外
17.6.1～17.11.30

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年5月27日 9,303,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4052

上川中部林業共同事業体
南富良野木材産業K・K
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

保育間伐活用型代として伐木造材
請負
１１３５林班他　１，６００㎥
17.6.15～17.7.29

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年6月13日 14,421,441
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4053

上川中部林業共同事業体
南富良野木材産業K・K
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

造林事業請負　第２号物件追加１
号代として　除伐２１３林班　
６．１３HA　　　               
      17.9.23～17.10.31

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年9月22日 1,512,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4054

上川中部林業共同事業体
南富良野木材産業K・K
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

保育間伐活用型代数量調査４号物
件代として　　伐木造材請負　　　
１０３４林班他　３，０８０㎥
17.11.14～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年11月10日 31,281,925
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4055

上川南部林業共同事業体
K・K　ノムラ
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

造林事業請負（第１号物件）代と
して  地拵、植付、下刈他    ２
９林班他地拵5,00ｈａ外17.5.28
～17.11.30

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年5月27日 23,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4056

上川南部林業共同事業体
K・K　ノムラ
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

奥落合・富士循環地区森林整備事
業（第１号物件）代として  下刈
り５０林班他54,92ha        
17.5.28～17.8.10

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年5月27日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4057

上川南部林業共同事業体
K・K　ノムラ
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

造林事業請負　第１号物件追加１
号代として    除伐２９林班
13.22ha                        
17.9.23～17.10.31

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年9月22日 1,428,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4058

上川南部林業共同事業体
K・K　ノムラ
（旭川市神楽３条２丁目２番９
号）

保育間伐活用型６号物件代として 
 伐木造材請負1247林班他１，７
００㎥                17.12.16
～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年12月14日 16,883,885
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4059

南宗谷林業共同事業体
山栄産業ｋ・ｋ
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

３号物件保育間伐活用型代として 
伐木造材請負３６５林班他       
   ２，０００㎥                
17.8.1～17.9.30

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年7月28日 16,614,134
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4060

南宗谷林業共同事業体
山栄産業ｋ・ｋ
（北海道枝幸郡浜頓別町字下頓
別）

保育間伐活用型代５号物件代とし
て 伐木造材請負３９３林班他
１，９６０㎥                
17.11.14～18.2.10

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長
米丸　正則
（北海道空知郡南富良野町字幾
寅）

平成17年11月10日 20,553,871
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4061
（株）カナモト遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町豊里５１９
－３）

車輌借上代
（ブルトーザＤ４０）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成18年3月14日 1,354,500

奥地で事業を抱える林道の除雪であり、事業地から
の距離が近い業者が１社であることから、会計法第
２９条第３項第４号及び予決令第１０２条の４第３
項を適用し、随契とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4062
（株）横山興林
（北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町
４６）

根踏・補植作業代金　根踏5.30ｈ
ａ・補植作業代24.73ha　期間：
5.13～6.4　場所：芭露・滝森林
事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 1,743,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4063
（株）横山興林
（北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町
４６）

新植地拵・新植植付代金　地拵
8.30ｈａ、植付8.30ｈａ　期間：
9.8～10.14　場所：瀬戸瀬森林事
務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年9月7日 3,550,473
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4064
（株）横山興林
（北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町
４６）

作業道作設工事代(継続的作業工
事）
（２１１５・２１１６林班）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年10月6日 3,546,235
工事予定価格が２５０万円以下であることから予決
令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4065
（株）横山興林
（北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町
４６）

除伐作業代　除伐19.98ｈａ　期
間：10.14～11.30　場所：芭露・
丸瀬布森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年10月13日 2,278,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4066
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

素材生産請負事業代金　　　　　　
　　2874.987ｍ3

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 21,074,898
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4067
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

素材生産請負事業代金　　　　　　
　　2088.719ｍ3

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年7月28日 43,318,175
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4068
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

新植地拵・新植植付代金　　地拵
4.92ｈａ、植付4.92ｈａ　期間：
9.8～10.14　場所：瀬戸瀬森林事
務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年9月7日 1,773,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4069
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

新植地拵・新植植付代金　地拵
3.26ｈａ、植付3.26ｈａ　期間：
9.26～10.15　場所：瀬戸瀬・金
山森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年9月22日 1,362,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4070
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

除伐作業代　除伐18.39ｈａ　期
間：10.14～11.30　場所：白滝・
武利森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年10月13日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4071

王子木材緑化（株）
遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町南町3丁
目）

下刈作業代金　　下刈103.35ｈａ　
期間：6.6～8.15　場所：武利・
滝・瀬戸瀬森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 3,816,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4072

王子木材緑化（株）
遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町南町3丁
目）

新植地拵・植付作業代金　　新植
地拵11.25ｈａ、植付11.25ｈａ　
期間：9.8～10.14　場所：瀬戸瀬
森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年9月7日 4,878,643
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4073

王子木材緑化（株）
遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町南町3丁
目）

除伐作業代　　除伐39.81ｈａ　
期間：10.14～11.30　場所：生田
原第二・安国・滝・瀬戸瀬森林事
務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年10月13日 5,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4074

王子木材緑化（株）
遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町南町3丁
目）

除伐作業代　除伐33.46ｈａ　期
間：10.14～11.30　場所：上丸瀬
布森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年10月13日 3,528,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4075

王子木材緑化（株）
遠軽営業所
（北海道紋別郡遠軽町南町3丁
目）

除伐作業代　　除伐22.20ｈａ　
期間：12.5～12.22　場所：上丸
瀬布森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年12月2日 2,282,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4076
佐々木産業（有）
（北海道紋別郡遠軽町福路2-5-
25）

苗木代　　アカエゾ900本、トド
マツ19,100本　秋植用苗木、場
所：網走西部森林管理署

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年7月4日 3,038,763

苗木の価格については｢造林用苗木標準価格並びに
道苗組一般造林用苗自主標準価格表」により価格が
統一されていることから、会計法第29条の３第4項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4077
佐々木産業（有）
（北海道紋別郡遠軽町福路2-5-
25）

苗木代　トドマツ48,040本・アカ
エゾマツ5,800本　秋植用苗木　
場所：網走西部森林管理署

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年11月16日 8,227,867

苗木の価格については｢造林用苗木標準価格並びに
道苗組一般造林用苗自主標準価格表」により価格が
統一されていることから、会計法第29条の３第4項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4078
佐藤木材工業（株）
（紋別市上渚滑4丁目７３）

下刈作業代金　　下刈96.96ｈａ　
期間：6.6～8.15　場所：芭露・
上丸瀬布森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 3,595,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4079
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

素材生産請負事業代金　　　　　　
　　2107.978ｍ3

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 14,410,147
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4080
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

素材生産請負事業代金　　　　　　
　　475.963ｍ3

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年7月28日 3,212,114
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4081
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町3条2丁目１
７）

下刈作業代　下刈35.04ｈａ　期
間：6.6～8.15　場所：丸瀬布・
白滝森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年5月11日 1,337,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4082
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町3条2丁目１
７）

新植地拵・新植植付代金　　地拵
437ｈａ、植付4.37ｈａ　期間：
9.8～10.14　場所：白滝・上白滝
森林事務所

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成17年9月7日 1,454,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4083
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田2丁
目１１－３）

作業道修理代（３６２林班）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長
太田　達
（北海道紋別郡遠軽町大通り北4丁
目）

平成18年1月11日 1,291,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4084
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

労務厚生施設（滝美荘）運営業務
委託料（客室8室外、契約期間平
成17年4月1日から平成18年3月31
日まで）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年4月1日 1,650,000
本委託業務については、運営報告事務等の実行でき
る者とされており、会計法29条の３第4項に該当す
るため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4085
（株）カナモト紋別出張所
（紋別市元紋別59番4）

建設機械チャーター代金（契約期
間平成17年6月1日から10月31日ま
で）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年8月4日 1,592,955
林道の維持修繕作業のため、会計法29条の3第5項に
該当する随意契約としたが、作業期間の延長により
増額した

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4086
（株）紋別砕石
（紋別市上渚滑町下渚滑331番
地）

割石購入代（中割石85m3外2種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月10日 1,844,325
海岸防風林の急激な海岸浸食を防ぐために使用する
割石で、緊急に調達する必要があり、会計法29条の
3第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4087
佐々木産業（有）
（北海道紋別郡遠軽町福路2丁
目）

苗木購入代（トドマツ1号苗木
14,800本）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年9月26日 2,239,314
造林用苗木については北海道統一価格が定められて
おり、予決令第１０２条の４（3号）に該当するた
め

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4088
佐藤木材工業（株）
（紋別市上渚滑町4丁目1番地）

造林事業請負（地拵作業1066い林
小班6.21ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年9月14日 1,806,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4089
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

治山事業森林整備請負（除伐作業
204よ林小班外1箇所、9.88ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年8月26日 1,176,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4090
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

治山事業森林整備請負（除伐作業
204よ林小班外1箇所、9.88ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年9月14日 2,651,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4091
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

造林事業請負（地拵・植付作業
134ろ1林小班外1箇所、11.25ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年9月14日 2,641,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4092
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

造林事業請負（地拵作業367に1林
小班外1箇所、4.23ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年9月14日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4093
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

治山事業森林整備請負（除伐作業
318た林小班外3箇所、14.35ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月22日 1,462,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4094
滝上林業共同事業体
（北海道紋別郡滝上町字滝上市街
地3条通2丁目17番地）

治山事業森林整備請負（下刈作業
1056ふ林小班外7箇所、32.34ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月22日 1,336,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4095
島田建設（株）
（網走市駒場南1丁目1番10号）

林道・作業道除雪代（建設機械
チャーター405時間）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年1月18日 2,347,800
履行中の他契約と関連する作業であり、会計法29条
の3第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4096
東北林産（有）
（北海道紋別郡興部町字秋里44番
地7）

造林事業請負（除伐作業319ろ1林
小班外4箇所、20.73ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年8月26日 2,268,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4097
東北林産（有）
（北海道紋別郡興部町字秋里44番
地7）

治山事業森林整備請負（除伐作業
205と林小班外1箇所、15.75ha）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成17年8月26日 1,816,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4098
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ450mm×5m、10
本外3種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 556,106
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4099
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ600mm×5m、11
本外3種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 499,553
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4100
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ450mm×5m、10
本外3種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 473,613
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4101
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ700mm×5m、4本
外3種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 431,077
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4102
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ450mm×5m、6本
外3種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 333,663
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4103
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

波付加工管代（φ600mm×5m、9本
外1種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 324,686
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4104
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両袖机4脚）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 415,800
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4105
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫6個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 328,230
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4106
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫4個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 302,925
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4107
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫5個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 273,525
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4108
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫4個外1種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 263,182
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4109
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫4個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 218,820
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4110
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両袖机2脚）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 207,900
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4111
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（袖机3脚外1種）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 174,000
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4112
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫3個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 164,115
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4113
（株）あすなろ北見支社
（北見市三楽町133）

事務機器代（両開書庫2個）

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長
佐賀　賢二
（北海道紋別郡滝上町滝美町）

平成18年3月17日 98,490
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4114
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

保育間伐事業                   
２１と・３１い林小班　　　　　　
　　　H17.6.1～H17.9.30

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年5月26日 18,372,060
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4115
（株）タカノ商事
（北見市常盤町６丁目８－９）

複写機保守料                  
広範複写機１台　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　複写機
１台

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年5月10日 3,015,173

事業経営上の特別な必要により買入れ、保守につい
て契約したものであり、機械固有の継続的なメンテ
ナンス等が必要であるため。（会計法第29条の3第4
項及び予決令第102条4 3号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4116
（株）遠藤
（北見市留辺蘂町字上町１３４番
地）

治山事業請負代金
（下刈り）                    
１０９３こ・１０１６の・１０１
５な・１０１６おくやけ・１０１
８あさきゆめみ・１０１６ま・１
０１７くや・１０１８しひ・１０
６０は・１０１７には・１０１８
う・１０１６む林小班　　　　　
H17.6.6～H17.8.15

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年5月25日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4117
井上産業（株）
（北海道紋別郡遠軽町字学田１４
４）

治山事業請負代金
（下刈り）                     
 ２００１け・２００３と・２０
０７に・２０１３めゆしそさねき
み・２０１４い・２０１５にう・
２０６４つ・２０４８にへ・２０
４９とにへ・２２５１よ・２２５
１よ・２２５２ま・２０９９は林
班　　　　　　　　　　　　　　　
H17.6.6～H17.8.15

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年5月25日 2,089,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4118
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

治山事業請負代金
（下刈）                       
  ２００７に・２０１３めゆしそ
さねきみ・２０９９は・２０６４
つ・２２５１よ・２２５２ま・２
０４４ゆめ林小班　　　　　　　　
　　　H18.6.5～H18.8.15

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成18年3月17日 1,819,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4119
網走中部林業共同事業体
（北海道常呂郡置戸町字置戸２３
６番地）

治山事業請負契約
（除伐）                       
 ２０３３い・２０６０ねな・２
０１７ゆほに・２０８３う・２０
９６な林小班　　　　　　　　　　
H17.5.9～H17.11.20

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年4月22日 2,782,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4120
網走中部林業共同事業体
（北海道常呂郡置戸町字置戸２３
６番地）

保育間伐事業                   
１３にちり林小班　　　　　　　　
　　　　　H17.6.1～H17.9.30

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年5月26日 17,060,151
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4121
網走中部林業共同事業体
（北海道常呂郡置戸町字置戸２３
６番地）

製品生産事業（受光伐）         
   ４０へ・７０い・１０２４
に・１１１１はり・１１１２り・
１１１４ろ・１０６７い　　　　　
　　　H17.9.1～H17.12.28

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長
福澤　直紀
（北海道常呂郡置戸町字置戸398-
99）

平成17年8月26日 109,659,743
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4122
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

造林事業請負契約　除伐（１２号
作業）　本岐森林事務所
１７年６月１０日～１１月３０日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 2,052,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4123
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

素材生産請負事業（受光伐１号）
４，０５０ｍ３　相生森林事務所
１７年８月１７日～１１月３０日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年7月28日 25,918,432
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4124
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

造林事業請負契約（１５号作業）
地拵外１種　相生森林事務所
１７年８月９日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 3,144,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4125
佐藤林業（株）
（北見市とん田東町６３５）

造林事業請負契約（２３号作業）
作業道修理　相生森林事務所
１７年８月３０日から１０月３１
日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月29日 1,755,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4126
（株）タカノ商事
（北見市常盤町６丁目８番地９）

電子複写機保守契約分
５台分

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月5日 3,766,093
長期の契約をしているため
会計法２９条の３第４項
予決令１０２条の４第４号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4127
（株）遠藤
（北見市留辺蘂町字上町）

造林事業請負契約　下刈（１０号
作業）　里美森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 1,331,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4128
（株）遠藤
（北見市留辺蘂町字上町）

造林事業請負契約（１６号作業）
地拵外１種　相生森林事務所
１７年８月９日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 1,681,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4129
（株）橘石油
（北海道斜里郡小清水町２区１８
８）

揮発油等単価契約分
ガソリン外２種

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年10月7日 2,618,749
契約当初は少額の範囲内を予定していたため
会計法２９条の３第５項
予決令９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4130
（株）後楽園産業部
（北海道網走郡美幌町瑞治１４０
－６）

苗木代（トドマツ８．０００本．
アカエゾマツ５３００本）

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月31日 2,086,928
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4131
（有）津別石油
（北海道網走郡津別町旭町１０番
地）

揮発油等単価契約分
ガソリン外２種

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月5日 1,640,035
契約当初は少額の範囲内を予定していたため
会計法２９条の３第５項
予決令９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4132
国土防災技術（株）
（東京都港区虎ノ門３丁目１８－
５）

硫黄山橋橋梁診断調査業務１３４
４．１３８０林班
１７年１１月１日～１８年３月１
５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年10月31日 5,607,000

当該業務は、橋梁の変位・劣化状態また橋梁基礎部
の地質に至る橋梁自体の健全性等の調査であり、調
査知識及び経験が豊富であり地質調査に精通し、そ
の解析・研究などに自社開発したシステムを有する
ところであり、会計法２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第3号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4133
佐々木産業（有）　
（北海道紋別郡遠軽町福路２丁目
５番地２５）

苗木代（トドマツ１４２００本．
アカエゾマツ３４６００本）

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月31日 7,870,506
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4134
札鶴林材（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
－２）

治山事業請負契約（６号作業）　
下刈２００．６８ha　川本森林事
務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 7,854,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4135
札鶴林材（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
－２）

素材生産請負事業（受光伐２号）
２．１７０ｍ３　青葉森林事務所
１７年８月１７日～１０月１６日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年7月28日 17,105,305
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4136
札鶴林材（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
－２）

造林事業請負契約（１９号作業）
天一植付１３．０００本　川本森
林事務所
１７年９月１日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 1,247,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4137
札鶴林材（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
－２）

造林事業請負契約（２１号作業）
天一補植１０．８００本　川本森
林事務所
１７年９月１日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 1,179,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4138
札鶴林材（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
－２）

治山事業請負契約（１３号作業）
下刈り１７６．４４ha　網走森林
事務所ほか　
１８年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成18年3月17日 6,379,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4139
小清水赤十字病院
（北海道斜里郡小清水町字小清水
６４５番地１６）

定期健康診断料（小清水地区）

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月11日 1,244,723
会計法２９条の３第４項
予決令１０２条の４第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4140
小清水農業協同組合
（北海道斜里郡小清水町３７９番
地）

揮発油等単価契約分
ガソリン外２種

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月24日 2,613,063
契約当初は少額の範囲内を予定していたため
会計法２９条の３第５項
予決令９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4141
大橋造林（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町３７
番地）

治山事業請負契約（５号）　下刈
９５．９３ha　川本森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 3,601,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4142
大橋造林（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町３７
番地）

治山事業請負契約（７号）下刈７
５．９６ha　緑森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 2,905,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4143
大橋造林（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町３７
番地）

造林事業請負契約（８号）　下刈
６８．３４ha　青葉森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 2,457,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4144
大橋造林（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町３７
番地）

造林事業請負契約（１３号作業）
地拵外１種　美幌森林事務所
１７年８月９日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 1,988,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4145
大橋造林（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町３７
番地）

造林事業請負契約（２０号作業）
天一補植１５．４００本　川本森
林事務所ほか　
１７年９月１日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 1,507,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4146
住宅借り上げ料
（職員住宅用２戸分）

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年4月8日 1,555,730
会計法２９条の３第４項
予決令１０２条の４第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4147
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

治山事業請負契約（３号）　下刈
１０８．４３ha　東藻琴森林事務
所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 4,058,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4148
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

治山事業請負契約（８号）　下刈
６５．８０ha　斜里森林事務所外
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 2,433,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4149
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

造林事業請負契約（７号）　下刈
４８．９１ha　美幌森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 1,981,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4150
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

造林事業請負契約（９号）　下刈
４９．８４ha　津別森林事務所ほ
か
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 1,912,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4151
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

治山事業請負契約（１号）　下刈
５０．６０ha　砥草原森林事務所
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 1,792,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4152
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

治山事業請負契約（２号）　下刈
３８．０３ha　網走森林事務所ほ
か
１７年６月１０日～８月１５日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年6月3日 1,380,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4153
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

造林事業請負契約（１４号作業）
地拵外３種　美幌森林事務所
１７年８月９日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 3,264,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4154
北見工営（株）
（北海道網走郡美幌町字東１条南
２丁目）

造林事業請負契約（１７号作業）
地拵外１種　相生森林事務所
１７年８月９日～１０月３１日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月8日 2,595,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4155
北振種苗（有）
（北海道紋別郡雄武町字中雄武１
０８番地）

苗木代（アカエゾマツ５２．６０
０本）

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成17年8月31日 8,698,725
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4156
野村興業（株）
（北海道斜里郡清里町札弦町４８
番地）

１３７７林班治山工事　その２
落石防止網工
１８年３月１日～３月１７日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
市川　安明
（北海道斜里郡小清水町小清水
656-3）

平成18年2月28日 14,259,000

現に履行中の工事箇所に近く履行中以外の者に履行
させるのが不利であるため
会計法２９条の３第４項
予決令１０２条の４第４号イに該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4157
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東９条南１３丁目１－１
８）

数量調査業務事業請負契約、厚岸
地区、平１７年１０月１７日～平
成１８年１月３１日、数量調査、
２９００m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年10月14日 1,502,594

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4158
阿寒綜合林業協同組合
（釧路市阿寒町新町２丁目６番９
号）

保安林整備促進事業「パンケトー
地区」（天１地拵作業ほか１
種）、パンケトー地区、平成１７
年６月１６日～平成１７年１０月
３１日、治山森林整備

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 16,065,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4159
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

製品生産事業請負契約（保育間
伐）、弟子屈地区、平１７年５月
２３日～平成１７年７月２５日、
生産請負、１５００m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年5月20日 16,115,826
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4160
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

下刈作業、真竜地区、平成１７年
６月１６日～平成１７年８月１５
日、下刈、６０．９３ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4161
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

地拵作業、弟子屈地区、平成１７
年９月９日～平成１７年１１月３
０日、地拵、２０．３１ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月8日 3,885,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4162
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

製品生産事業請負契約（保育間
伐）、屈斜路地区、平１７年５月
２３日～平成１７年６月３０日、
生産請負、１１５０m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年5月20日 14,405,695
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4163
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

製品生産事業請負契約（天然林受
光伐）、白糠地区、平１７年６月
７日～平成１７年１１月３０日、
生産請負、４０７０m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月6日 32,090,424
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4164
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

下刈作業、弟子屈地区、平成１７
年６月１６日～平成１７年８月３
１日、下刈、８４．８５ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4165
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

下刈作業、阿寒湖畔地区、平成１
７年６月１６日～平成１７年８月
３１日、下刈、３７．１７ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4166
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

下刈作業、白糠地区、平成１７年
６月１６日～平成１７年８月３１
日、下刈、３２．５６ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 1,449,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4167
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

下刈作業、釧路・標茶地区、平成
１７年６月１６日～平成１７年８
月３１日、下刈、３９．６９ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4168
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

製品生産事業請負契約（天然林受
光伐）、阿寒地区、平１７年７月
２２日～平成１７年１２月１６
日、生産請負、７５８０m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年7月21日 61,088,874
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4169
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

地拵作業、弟子屈地区、平成１７
年９月９日～平成１７年１１月３
０日、地拵、６２．５４ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月8日 11,970,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4170
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

地拵作業、標茶地区、平成１７年
９月９日～平成１７年１１月３０
日、地拵、５０．６５ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月8日 9,324,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4171
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

保安林改良事業「阿寒湖畔地区」
（本数調整伐）、阿寒湖畔地区、
平成１７年１１月２６日～平成１
８年２月２８日、治山森林整備、
４７．９３ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年11月25日 10,626,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4172
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

保安林改良事業「弟子屈地区」
（枝落し作業）、弟子屈地区、平
成１８年１月２８日～平成１８年
３月１５日、治山森林整備、１
３．０３ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年1月27日 2,268,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4173
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

保安林整備促進事業「厚床地区」
（天１地拵作業ほか１種）、厚床
地区、平成１７年６月１６日～平
成１７年１０月３１日、治山森林
整備

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 6,877,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4174
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１
丁目１番地１４）

下刈作業、阿寒地区、平成１７年
６月１６日～平成１７年８月３１
日、下刈、５８．５９ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年6月15日 2,142,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4175
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡標津町計根別本通
東１丁目１０番地）

地拵作業、弟子屈地区、平成１７
年９月９日～平成１７年１１月３
０日、地拵、４２．５６ha

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月8日 7,182,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4176
昇寿チャート（株）
（帯広市東１条南１丁目２番地）

パイロットフォレストクラスター
施業システム作成業務委託

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年3月16日 3,465,000

本システムは、既存の施業管理システムを修正・拡
充して作成するものであり、当該システムを作成し
た者と契約することが有利と認められるため。（会
計法29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4177
緑栄荘（宿泊施設）炊事及び清掃
業務、緑栄荘、平成１７年４月１
日～平成１８年３月３１日

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年4月1日 1,610,400
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4178
（株）村上石材
（北海道厚岸郡厚岸町太田広陽６
番地）

砕石、ＰＦ第１幹線林道、３００
m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年8月15日 756,000
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4179
（株）村上石材
（北海道厚岸郡厚岸町太田広陽６
番地）

砕石、ＰＦ第２幹線林道、３００
m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年8月19日 756,000
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4180
（株）村上石材
（北海道厚岸郡厚岸町太田広陽６
番地）

砕石、ＰＦ循環林道、３７５m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年8月22日 945,000
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4181
（株）村上石材
（北海道厚岸郡厚岸町太田広陽６
番地）

砕石、トライベツ林道、２４０m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年8月26日 604,800
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4182
（株）村上石材
（北海道厚岸郡厚岸町太田広陽６
番地）

砕石、下茶安別林道、３７５m3

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年8月29日 945,000
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4183
（株）北都
（釧路市川上町１０丁目２番地）

バックホー賃借料、阿寒地区、平
成１８年２月６日～平成１８年２
月１７日、６６Ｈ

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年2月3日 485,100
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９第４号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4184
（株）北都
（釧路市川上町１０丁目２番地）

バックホー賃借料、阿寒地区、平
成１８年１月１６日～平成１８年
１月２６日、６３Ｈ

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年1月13日 463,050
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９第４号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4185
（株）北都
（釧路市川上町１０丁目２番地）

バックホー賃借料、阿寒地区、平
成１８年２月２８日～平成１８年
３月１０日、６０Ｈ

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年2月27日 441,000
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９第４号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4186
協栄車両（株）
（北海道白糠郡白糠町茶路基線１
６番地１１号）

運転座席取替

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年2月1日 206,430
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第７号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4187

（有）マルフジ阿寒自動車整備工
場阿寒
（釧路市阿寒町中央２丁目１番１
号）

シリンダーヘッド組替調整外

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月1日 167,633
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第７号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4188
（有）松崎工業所
（北海道川上郡弟子屈町鈴蘭２丁
目１番１５号）

夏タイヤ　　　　　　　　　　　　
　　ダンプ用４本

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年3月20日 338,100
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4189
藤田建設
（北海道白糠郡白糠町西４条北２
丁目１番地２７）

排水管取替

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年7月1日 116,031
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第７号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4190
エンドータイヤ
（北海道川上郡標茶町ルルラン１
８－５６）

タイヤ交換外

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成17年9月13日 226,800
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4191
（株）北海ウチダ
（釧路市暁町３番１９号）

リサイクルペーパー外

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長
南川　隆春
（北海道釧路市千歳町6番11号）

平成18年3月10日 116,004
予定価格が少額であることから、会計法第２９条の
３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4192
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東９条南１３丁目１番）

数量調査業務
456い林小班他
H17.6.1～H17.10.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月30日 3,340,625

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4193
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

造林請負契約 植付け作業等
626く林小班他
H17.5.18～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月18日 12,920,908
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4194
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

造林請負契約 植付け作業等
626く林小班他
H17.5.18～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月18日 5,601,092
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4195
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

植付け作業等 保安林改良事業
621た林小班他
H17.5.19～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月19日 12,495,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4196
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

地拵作業
473ろ林小班他
H17.9.10～H17.11.30

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年9月9日 12,180,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4197
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

請負契約（単年度混合契約）保育
間伐
73は林小班他
H17.9.12～H17.12.20

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年9月9日 2,764,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4198
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

保安林改良事業（枝落とし作業）
435わ林小班他
H17.11.30～H17.3.17

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年11月29日 21,388,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4199
釧路林業共同事業体
（釧路市新野２４番地１００３）

植付（補植）作業他１種（保安林
改良事業）
44に林小班他
H18.3.11～H18.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成18年3月10日 14,910,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4200
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１丁
目）

造林事業請負契約 植付け作業等
426ほ林小班他
H17.5.18～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月18日 3,512,859
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4201
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１丁
目）

造林事業請負契約 植付け作業等
426ほ林小班他
H17.5.18～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月18日 1,905,141
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4202
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１丁
目）

地拵作業
1123な林小班他
H17.9.10～H17.11.30

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年9月9日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4203
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

下刈り作業 保安林改良事業
304き林小班他
H17.5.19～H17.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月19日 12,873,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4204
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

造林事業請負植付け 作業等
1115ち林小班他
H17.5.19～H17.8.31

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月19日 8,227,784
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4205
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

造林事業請負防風林造成事業
1112ロ林小班他
H17.5.19～H17.8.10

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月19日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4206
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

造林事業請負植付け作業等
1115ち林小班他
H17.5.19～H17.8.31

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月19日 2,385,717
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4207
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

保護伐（伐木集材、作業道作設）
456い林小班他
H17.6.1～H17.10.4

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月30日 49,127,022
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4208
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

地拵作業
1118ち林小班他
H17.9.10～H17.11.30

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年9月9日 5,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4209
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

保安林改良事業（除伐作業外１
種）
610へ林小班他
H17.11.30～H18.3.17

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年11月29日 20,926,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4210
根釧東部林業共同事業体
（北海道標津郡中標津町計根別本
通東1丁目10番地）

保安林改良事業（除伐作業外１
種）
607か林小班他
H18.1.24～H17.3.17

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成18年1月23日 6,615,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4211
根釧西部林業共同事業体
（北海道白糠郡白糠町東２条北１丁
目）

植付（補植）作業他１種（保安林
改良事業）
208に林小班他
H18.3.11～H18.8.25

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成18年3月10日 14,385,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4212 希少野生動物種保護管理巡視委託

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
星　光憲
（北海道標津郡標津町南2条西2丁
目1番9号）

平成17年5月17日 1,995,000
この地域で最もｼﾏﾌｸﾛｳに精通している者であること
から随契とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4213
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

庁舎清掃委託契約（一式）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月1日 1,694,000
署所在地及び近隣地に該当する業者がいないため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4214
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

製品生産事業請負契約　　　　　　
　数量調査業務　10,150ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 6,278,478

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4215
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

製品生産事業請負契約　　　　　　
　数量調査業務　2,260ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 1,924,034

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4216
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

足寄地区（その２）林道維持修繕
工事　7／21～10／28　路面整
正・除草工

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年7月20日 4,662,000
現在履行中の維持修繕の契約者以外に履行させるこ
とが不利であるため（予決令第102条の4第4号イ）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4217
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

陸別地区（その２）林道維持修繕
工事　7／21～10／28　路面整
正・除草工

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年7月20日 4,315,500
現在履行中の維持修繕の契約者以外に履行させるこ
とが不利であるため（予決令第102条の4第4号イ）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4218
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

製品生産事業請負契約　　　　　　
　数量調査業務　3,400ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月25日 2,294,955

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4219
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

製品生産事業請負契約　　　　　　
　数量調査業務　3,890ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月25日 2,211,944

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4220
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

草刈車賃貸借料（１台）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年9月8日 1,338,750
施工可能な特定の者が導入した機材を利用すること
により有利な価格で契約できるため（予決令第102
条の4第4号ロ）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4221
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東九条南十三丁目1-18）

造林事業予定地委託条件調査（一
式）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年10月25日 3,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4222
（株）野田組
（北海道中川郡本別町北3丁目）

署構内宿舎修繕（5戸）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成18年3月14日 1,050,000
入居中の宿舎修繕であり入居者の生活確保のため、
緊急に修繕を行う必要があるため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4223
（有）佐々木林業
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
308番地）

作業道新設砂利敷き均し
１０２６林班　延長６００ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年12月2日 1,357,125
現在履行中の素材生産の契約者以外に履行させるこ
とが不利であるため（予決令第102条の4第4号イ）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4224
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
高齢級間伐　1070ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 14,081,302
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4225
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
誘導伐　1510ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 10,644,347
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4226
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

造林事業請負契約　　　　　　　　
植付外１種

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年5月10日 21,252,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4227
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
受光伐　3890ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月25日 27,012,436
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4228
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
主伐　2200ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月25日 12,704,166
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4229
りくべつ林業共同事業体
（北海道足寄郡陸別町字陸別基線
310番地）

造林事業請負契約　
地拵作業外１種

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月31日 10,395,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4230
栗林石油（株）
（帯広市東1条南6丁目2番地4）

燃料等単価契約（揮発油外5種）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成18年2月2日 12,782,311
当署管内に跨る３町にわたり支店を有している業者
は１社であることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条４　第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4231
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
受光伐　10150ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 80,378,924
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4232
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

製品生産事業請負契約          　
受光伐　5090ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 39,712,173
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4233
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

製品生産事業請負契約
誘導伐　3630ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年4月19日 22,705,168
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4234
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

造林事業請負契約
植付外１種

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年5月10日 24,087,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4235
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

製品生産事業請負契約　　　　　　
　受光伐　8240ｍ3

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年6月28日 52,983,130
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4236
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

製品生産事業請負契約　        
受光伐　11550ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月25日 87,797,554
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4237
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

造林事業請負契約　
地拵作業外１種　100.27ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月31日 5,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4238
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

造林請負契約　
高規格作業道修理　1500ｍ３

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年11月21日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4239
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

造林事業請負契約　
保安林改良事業（本数調整伐）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成18年3月6日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4240
米川木材（株）
（北海道足寄郡足寄町北3条1丁目
14番地）

バックホウ賃貸借料　　　　　　　
（０．５ｍ３級）

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年9月20日 1,021,650
台風による被害箇所について、緊急に修繕する必要
があるため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4241
希少野生植物種個体群及び周辺環
境調査契約

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年10月3日 1,942,500
この地域で最もｼﾏﾌｸﾛｳに精通している者であること
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第１０
２条の４第３号を適用し随契とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4242
希少野生動物種保護管理巡視委託
契約

分任支出負担行為担当官
十勝東部森林管理署長
酒井　彰
（北海道足寄郡足寄町北3条2丁
目）

平成17年8月23日 1,310,400
この地域で最もｼﾏﾌｸﾛｳに精通している者であること
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第１０
２条の４第３号を適用し随契とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4243
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1-18）

帯広地区林道維持修繕その２工事
請負契約
帯広市・芽室町・清水町
工期：7月20日～10月28日
路面整正82．9ｋｍ、除草
工:199．8ｋｍ、路面排水工:20ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年7月19日 3,486,000
会計法２９条の３第４項　予決令１０２条の４第４
号イ　「現に履行中の工事で契約者以外の者に履行
させることが不利」

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4244
（株）森林テクニクス
（東京都港区赤坂1丁目9番13号三
会堂ビル）

上羽帯林道外３林道災害復旧測
量・設計業務請負契約
工期：11月2日～12月16日
延長：40ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年11月1日 2,362,500
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項及び予決令第９９条第２号を適用

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4245
とかち林業共同事業体
（北海道広尾郡大樹町字尾田243
番地2）

造林事業請負契約381林班よ小班
外
工期：5月12日～8月31日
天１下刈り：12．33ＨＡ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年5月11日 10,248,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4246
とかち林業共同事業体
（北海道広尾郡大樹町字尾田243
番地2）

保育間伐請負契約＝２０５２ね
ら、２０５４そちりぬよたれ
工期：6月10日～7月20日
伐木集材：1250ｍ3、作業道:100
ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年6月6日 13,818,137
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4247
とかち林業共同事業体
（北海道広尾郡大樹町字尾田243
番地2）

造林事業請負契約
２１は
外工期：9月13日～11月18日
新植地拵：15，52

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年9月12日 5,502,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4248
とかち林業共同事業体
（北海道広尾郡大樹町字尾田243
番地2）

造林事業請負契約1144林班外
工期：1月12日～3月27日
作業道作設:712ｍ,防風垣:385ｍ
地拵1．88ha,本数調整伐2．85ha

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成18年1月11日 5,880,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4249
栗山産業（株）
（帯広市大通13丁目4番地）

ガソリン代ほか

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年12月15日 3,074,113

燃料等の単価契約であるが、使用予定数量から勘案
したときに、１６０万円を超えないと判断したこと
から、会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９
条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4250
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

保育間伐（活用型）請負契約＝１
００３ちぬるお、１０６８
工期：6月10日～7月20日　　　　
伐木集材:770ｍ3、作業道:500ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年6月6日 11,366,978
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4251
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

造林事業に係る請負契約
27り外                       
工期:6月14日～7月12日
天１下刈：29．17ha

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年6月13日 2,079,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4252
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

造林事業請負契約
268林班・283林班線
工期7月5日～8月31日
路面整正：1053ｍ、3539ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年7月4日 9,618,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4253
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

造林事業請負契約
２６つ1外
工期:9月6日～11月30日
天１地拵：8．18ha、   補
植:19．28ha

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年9月5日 5,880,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4254
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

受光伐請負契約
323ろる外
工期：9月9日～31日
伐木集材:2830ｍ3作業道:9650ｍ
砂利敷:2250ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年9月8日 33,159,741
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4255
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

造林事業請負契約
283わ外
工期：9月13日～11月18日
除伐：26．74ha

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年9月12日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4256
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目）

造林事業請負契約
268林班
工期10月14日～11月18日
作業道修理：956ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年10月13日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4257
（株）矢野
（帯広市西5条南4丁目18番地）

コピー代＝署内

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長
白濱　正人
（帯広市東9条南14丁目）

平成17年9月1日 1,438,873
予定価格が少額の範囲であることから、会計法第２
９条の３第５項及び予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4258
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

数量調査請負代（保育間伐に係
る）として　場所：25林班い・
ろ・か・よ・の・く小班、147林
班い・ろ小班、1001林班そ小班、
1004林班へ小班
期間：H17.7.15～17.11.30　　予
定数量；検知業務2900㎥、層積検
知1350㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年7月14日 1,559,109

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4259
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

草刈車借上料（広内林道外１１路
線）場所；広内林道外11路線、置
戸越林道外8路線、ペンケナイ林
道外9路線
期間H17.08.10～H17.10.30　　　
数量；240時間

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年8月8日 3,595,200

この事業は国有林野事業との調整を図る必要があ
り、かつ、工種がが部分的であること等から、施行
現場の状況に深く精通した信用確実な業者であるこ
とから会計法第２９条の３第４項　予決令第１０２
条４第３号を適用した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4260
（株）ムラカミ緑化
（北海道上川郡新得町屈足柏町東
1丁目1番地）

被害木処理作業（然別峡野営場）
期間；H17.11.24～H17.11.30
数量；73本

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年11月24日 1,237,425
予定価格が少額の範囲であるため、会計法第２９条
の３第５項　予決令第９９条第２号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4261
（株）矢野
（帯広市西5条南4丁目18番地）

コピー賃貸借料及び機械維持料金
場所；東大雪支署
期間；H17.04.01～H18.03.31

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年5月9日 1,155,142
当初の見積もった予定価格が少額の範囲であること
から、会計法第２９条の３第５項　予決令９９条第
７号を適用した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4262
栗林建設（株）
（帯広市西10条南4丁目12番地）

音更川本流林道ほか敷鉄板敷設及
び撤去代金
場所；音更川本流林道
期間；H17.05.19～H17.06.17

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年5月19日 7,616,700

素材売払いに伴い、４月５月期に運搬を許可したと
ころであるが、搬出林道が軟弱になり、林産物運搬
車等の安全確保および管理経営上緊急に修繕しなけ
ればならないことから、随意契約によることとし
た。会計法２９条の３第４項会計令第１０２条の４
第３項

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4263
栗林石油（株）
（帯広市東1条南6丁目2番地4川村
ビル3F）

燃料代
（ガソリン、軽油外）
場所；東大雪支署及び東大雪支署
管内各森林事務所
期間；H17.04.01～H18.03.31

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成18年1月30日 4,990,980

当署管内は複数地域に渡っており、全ての地区にお
いて支店を有している者は1者であることから会計
法２９条の３第４項 予決令１０２条の４第３号を
適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4264
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

植付作業外１種（トムラウシ１１
７２ろ外）請負金
期間；H17.05.13～H17.08.25　　　
数量；下刈2-2　11.83HA外

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年5月12日 8,043,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4265
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

造林請負（地拵作業外１種　１３
１９ろ林小班外）
期間；H17.09.08～H17.11.30　　
数量；地拵10.40ha

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年9月30日 3,171,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4266
東十勝林業共同事業体
（帯広市東2条南11丁目20番地）

保安林改良事業（本数調整伐外１
種）
場所；157林班に・ち小班、87林
班は小班
期間；H17.12.14～ｆH18.02.28　　
　数量；44.28HA

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年12月13日 9,996,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4267
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

植付作業外３種（新得２０６３れ
岩松１０６３は１外）請負金
期間；H17.05.13～H17.09.30　　　
　数量；下刈2-2　47.59ha外

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年5月12日 54,180,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4268
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

製品生産事業請負（受光伐　６２
に林小班外）
期間；H17.07.11～H17.08.27　　　
数量；1620㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年6月28日 18,072,005
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4269
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

製品生産請負（受光伐　１１２０
い林小班外）
期間；H17.08.19～H17.09.30　　　
数量；870㎥外

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年8月18日 8,786,533
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4270
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

製品生産事業請負（保育間伐　３
４ほ・へ・と林小班）
期間；H17.10.03～H17.12.05　　
数量；1180㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年9月5日 13,942,910
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4271
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

製品生産事業請負（受光伐　１８
６ほ林小班外）
期間；H17.09.10～H18.01.31　　
数量；1300㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年9月5日 13,101,256
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4272
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

造林請負（地拵作業外１種　１３
１８ほ林小班外）
期間；H17.09.08～H17.11.30　　　
数量；地拵31.91HA外

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年9月30日 14,805,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4273
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

造林請負契約（作業道修理作業）
１０２８林班
期間；H17.10.15～H17.11.30　　
数量；作業道修理1.7㌔

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年10月14日 5,586,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4274
東大雪林業共同事業体
（北海道上川郡新得町屈足柏町4
丁目13番地）

保安林改良事業（除伐）
場所；2113林班は小班外
期間；H17.12.14～H18.02.28　　
数量；50.03HA

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年12月13日 18,753,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4275
（株）アイダ工業
（北海道河東郡上士幌町字上士幌
東2線290番地）

土木＊（東大雪支署）切込砂利
（音更川本流林道用）
期間；H17.08.19まで　　　　　　
　数量；250㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年8月1日 735,000
予定価格が少額の範囲であるため、会計法第２９条
の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4276
（有）田中建材工業
（北海道河東郡上士幌町字上士幌
東1線271番地）

土木＊（東大雪支署）切込砂利
（音更川本流・１８の沢林道）
期間；H17.8.29まで　　　　　　　
数量；250㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年8月1日 735,000
予定価格が少額の範囲であるため、会計法第２９条
の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4277
高橋砂利興業（有）
（北海道上川郡新得町屈足旭町3
丁目25）

土木＊（東大雪支署）切込砂利　
場所；広内・佐幌川本流林道
期間H18.8.19まで　　　　　　　
数量；180㎥

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年8月3日 491,400
予定価格が少額の範囲であるため、会計法第２９条
の３第５項　予決令第９９条第３号を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4278
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

土木＊（東大雪支署）上士幌地区
林道維持修繕工事（路面整正、除
草工）代金
場所；幌加音更3の沢林道外
期間；H17.06.10～H17.09.30　　
数量；路面整正67.8㌔、除草工
135.6㌔

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年6月10日 2,373,000

当支署管内の林道は、林産物の伐採、搬出、造林お
よび森林保全管理等恒常的に利用している実態にあ
る。林道維持修繕工事の施工に当たっては、これら
施行上との調整を図ることが必要なこと、工種は部
分的であり、工事規模も小さく、工期も短期間であ
ることなど、工事の特殊性から施行現場の状況に深
く精通した者で無ければ適切な工事施工が期待でき
ず、国有林経営上支障が生じる恐れがある。した
がって豊富な経験と知識を有する者と契約すること
とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4279
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

土木＊（東大雪支署）上士幌地区
（その２）林道維持修繕工事　場
所；音更川本流林道外
期間；H17.07.16～H17.10.31
数量；除草工120㌔、路面整正60
㌔

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年7月15日 2,236,500

当支署管内の林道は、林産物の伐採、搬出、造林お
よび森林保全管理等恒常的に利用している実態にあ
る。林道維持修繕工事の施工に当たっては、これら
施行上との調整を図ることが必要なこと、工種は部
分的であり、工事規模も小さく、工期も短期間であ
ることなど、工事の特殊性から施行現場の状況に深
く精通した者で無ければ適切な工事施工が期待でき
ず、国有林経営上支障が生じる恐れがある。した
がって豊富な経験と知識を有する者と契約し、履行
中である。この者については、本契約と合併積算す
ることが出来、有利な価格により契約することが出
来る。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4280
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

土木＊（東大雪支署）新得地区林
道維持修繕工事（路面整正、除草
工）
場所；サラウンナイ林道外
期間；H17.06.12～H17.09.30　　
数量；路面整正65㌔、除草工130
㌔

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年6月10日 2,278,500

当支署管内の林道は、林産物の伐採、搬出、造林お
よび森林保全管理等恒常的に利用している実態にあ
る。林道維持修繕工事の施工に当たっては、これら
施行上との調整を図ることが必要なこと、工種は部
分的であり、工事規模も小さく、工期も短期間であ
ることなど、工事の特殊性から施行現場の状況に深
く精通した者で無ければ適切な工事施工が期待でき
ず、国有林経営上支障が生じる恐れがある。した
がって豊富な経験と知識を有する者と契約すること
とする。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4281
（株）あすなろ道東支社
（帯広市東9条南13丁目1番地18）

土木＊（東大雪支署）新得地区
（その２）林道維持修繕工事
場所；佐幌川本流林道外
期間；H17.07.15～H17.10.31　　
数量；路面整正60㌔、除草工120
㌔、路面排水20ｍ

分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署東大雪支署長
長崎屋　圭太
（北海道河東郡上士幌町字士幌東3
線231）

平成17年7月15日 2,373,000

当支署管内の林道は、林産物の伐採、搬出、造林お
よび森林保全管理等恒常的に利用している実態にあ
る。林道維持修繕工事の施工に当たっては、これら
施行上との調整を図ることが必要なこと、工種は部
分的であり、工事規模も小さく、工期も短期間であ
ることなど、工事の特殊性から施行現場の状況に深
く精通した者で無ければ適切な工事施工が期待でき
ず、国有林経営上支障が生じる恐れがある。した
がって豊富な経験と知識を有する者と契約し、履行
中である。この者については、本契約と合併積算す
ることが出来、有利な価格により契約することが出
来ることから会計法第２９条の３第４項

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4282
（株）イワクラ
（苫小牧市晴海町２３番地１）

機械賃貸料（単価契約）　我妻オ
ロエン作業道　17.7.29～
17.11.22　１７３時間

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年7月28日 2,211,825
伐採系森林整備事業を実施していることから、重機
の運搬経費が必要でなく、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4283
（株）ノース技研
（函館市昭和３丁目２３番１号）

森林事務所庁舎敷地等測量業務及
び分筆登記業務　虻田郡京極町字
京極４５６番地外　17.8.6～
17.9.16　測量等

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年8月5日 1,501,500
過年度の調査内容との関連性及び整合性を保つなど
競争を許さないため、会計法第２９条の３第４項を
適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4284
（株）草塩建設
（登別市中央町３丁目１２番地
４）

切込砂利（単価契約）　５００ｍ
３

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成18年3月20日 1,732,500
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4285
（有）寿都砕石
（北海道寿都郡寿都町字矢追町７
０３）

切込砕石（単価契約）　２，０１
０ｍ３

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年11月17日 5,273,625
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4286
ニセコ運輸（有）
（北海道虻田郡倶知安町峠下）

機械賃貸料（単価契約）排雪作業　
虻田郡倶知安町北２条東２丁目　
18.2.7～18.3.7　２４６時間

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成18年2月6日 3,505,320
庁舎新築時より排雪作業を行っており、建物配置を
熟知しているため、会計法第２９条の３第４項を適
用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4287
（株）酒谷運送社
（北海道岩内郡共和町国富３－１
２）

機械賃貸料（単価契約）　古宇郡
神恵内村字小川外　18.2.9～
18.3.22　１３０時間

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成18年2月8日 1,459,500
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4288
（株）蛯沢組
（北海道寿都郡寿都町字矢追町７
０３）

機械賃貸料（単価契約）　島牧郡
島牧村字千走外　18.1.24～
18.3.22　１３１時間

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成18年1月23日 1,474,725
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4289
菊地砕石工業（株）
（北海道虻田郡京極町字京極３３
９番地）

切込砕石（単価契約）　２，００
０ｍ３

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年7月21日 4,830,000
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4290
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

後志地区造林事業請負代金　後志
森林管理署２３８に林小班外　
17.5.21～17.10.31　地拵え外６
種

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年5月20日 26,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4291
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

後志、大滝地区保安林整備事業　
後志森林管理署９９ほ林小班外　
17.6.8～17.11.30　地拵え外８種

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年6月7日 12,180,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4292
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

後志、胆振西部地区造林事業請負　
後志森林管理署１１５３ろ２林小
班外　17.8.18～17.10.31　地拵
え外１種

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年8月17日 27,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4293
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

造林事業請負
（素材生産）　後志森林管理署２
６６い林小班外　17.8.31～
17.9.30　７１５ｍ３

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年8月30日 10,076,160
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4294
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

造林事業請負
（素材生産）　後志森林管理署２
０４４ほ林小班外　17.9.22～
17.10.14　５２０ｍ３

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年9月21日 7,659,451
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4295
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

後志地区（その２）
造林事業　後志森林管理署３１５
１ろ林小班外　17.10.14～
17.12.15　除伐外１種

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年10月13日 4,104,643
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4296
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

洞爺湖中島森林環境形成事業　後
志森林管理署２４１８林班外　
17.12.7～18.3.10　歩道新設１５
０ｍ外

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年12月6日 19,992,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4297
後志地区森林整備共同事業体
（北海道虻田郡倶知安町南１条東
２丁目）

（明許）後志地区保安林整備事業　
後志森林管理署３０６１ほ１林小
班外　18.3.10～18.11.10　地拵
え外７種

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成18年3月9日 11,550,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4298
国土防災技術（株）
（東京都港区虎ノ門３丁目１８番
５号）

小田西地区地すべり追跡調査業務　
後志森林管理署３４６８林班外　
17.8.9～17.12.20　地すべり追跡
調査

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年8月8日 4,620,000
過年度の調査内容との関連性（地滑りの追跡）を保
つなど競争を許さないため、会計法第２９条の３第
４項を適用

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4299
北硫建設（株）
（登別市大和町２丁目１９番地
３）

機械賃貸料（単価契約）　登別市
鉱山町外　17.10.14～18.3.10　
１２５時間

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長
安孫子　浩
（北海道虻田郡倶知安町北2条東2
丁目）

平成17年10月13日 1,488,375
現地までの運搬距離を考慮した場合、価格面で有利
なため、会計法第２９条の３第４項を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4300
（株）あすなろ函館支社
（函館市高松町３２０－１）

名称：数量調査（板谷堀誘導伐）
場所：吉堀部内
期間：17.8.5～17.10.31
種別：検知

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年8月4日 1,020,874

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4301
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：檜山地区造林事業
場所：厚沢部・湯ノ岱・木古内部
内
期間：17.6.1～17.10.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年5月31日 29,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4302
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：乙部地区その１保安林整備
事業
場所：乙部部内
期間：17.6.1～17.11.30
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年5月31日 12,390,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4303
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：湯ノ岱地区保安林整備事業
場所：湯ノ岱部内
期間：17.7.1～17.12.16
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年6月30日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4304
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：上の沢地区保安林改良事業
場所：奥湯ノ岱部内
期間：17.7.1～17.8.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年6月30日 2,604,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4305
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：檜山地区その２造林事業
場所：木古内部内
期間：17.8.2～17.12.16
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年8月1日 28,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4306
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：造林事業（板谷堀誘導伐）
場所：吉堀部内
期間：17.8.5～17.10.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年8月4日 19,181,240
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4307
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：造林事業（中野高齢級間
伐）
場所：木古内部内
期間：17.8.5～17.10.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年8月4日 5,956,231
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4308
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：造林事業（濁川高齢級間
伐）
場所：濁川部内
期間：17.8.26～17.10.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年8月25日 15,243,631
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4309
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：檜山地区その３造林事業
場所：鶉町・知内・茂辺地部内
期間：17.9.2～17.12.16
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年9月1日 9,135,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4310
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：木古内地区保安林整備事業
場所：知内・碁盤坂・上磯部内
期間：17.9.2～17.12.16
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年9月1日 8,085,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4311
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：造林事業（右股の沢天然林
受光伐）
場所：奥湯ノ岱部内
期間：17.9.16～17.10.31
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年9月15日 9,055,748
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4312
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：砂坂海岸防災林造成事業
場所：厚沢部部内
期間：17.9.27～17.12.22
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年9月26日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4313
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：上の沢奥地保安林保全対策
事業
場所：奥湯ノ岱部内
期間：17.11.10～17.12.16
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年11月9日 13,020,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4314
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：秋期野鼠防除事業
場所：厚沢部部内
期間：17.11.10～17.12.9
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年11月9日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4315
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：造林事業（湯ノ岱保育間
伐）
場所：湯ノ岱部内
期間：18.1.14～18.2.28
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成18年1月13日 12,628,229
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4316
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町館町５）

名称：砂坂海岸防災林その２造成
事業
場所：厚沢部部内
期間：18.1.17～18.2.28
種別：造林

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成18年1月16日 4,179,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4317
林野庁共済組合北海道支部
（札幌市中央区宮の森３条７丁目
７０）

名称：保養所土地借上
数量：865.09㎡

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年4月1日 1,871,259
事業経営上の特別の必要に基づき借り入れている土
地であるため。
（予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4318
（株）伊関組
（北海道久遠郡せたな町北檜山区
北檜山１３５番地）

名称：貝取澗川治山工事
場所：久遠郡大成町字貝取澗
期間：17.3.16～17.10.31
種別：治山（設計変更）

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年10月25日 7,612,500

現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履
行中の契約者以外の者に履行させることが不利であ
るため。
（予決令第102条の４第４号イ）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4319
岸本木材（株）
（北海道上磯郡知内町字元町３０
４－２）

名称：ミナゴヤチリチリ作業道整
備事業
場所：知内部内
期間：17.12.6～17.12.22
種別：土木

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長
金澤　猛
（北海道檜山郡厚沢部町緑町162-
28）

平成17年12月5日 1,207,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4320
（株）あすなろ函館支社
（函館市高松町３２０番１）

恵山歩道修理工事請負代金　　　　
2153・2155林班　　　　　　　　　
平成17年6月11日～平成17年9月5
日
歩道修理

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年6月10日 3,034,500
当初設計は、予定価格が２５０万円以下の工事であ
り、会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第
２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

設計変更に
より、少額
の範囲を超
えた

4321
（株）高田建設
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負６号物件代金      
2102林班
平成18年1月12日～平成18年3月10
日
素材生産

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成18年1月11日 10,468,934
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4322
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負１号物件請負代金　
平成17年5月25日～平成17年11月
10日
補植外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年5月24日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4323
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

真駒内川奥地保安林保全対策事業
請負代金
平成17年5月26日～平成17年10月
31日
下刈外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年5月25日 8,085,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4324
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

渡島地区保安林改良事業請負代金
平成17年5月26日～平成17年10月
31日
補植外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年5月25日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4325
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

渡島地区保安林整備事業請負代金
平成17年6月17日～平成17年10月
31日
下刈外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年6月16日 4,042,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4326
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負２号物件請負代金　
平成17年8月3日～平成17年11月10
日　　　　　　　　　　　　　　
地拵外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年8月2日 46,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4327
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

兜野海岸林造成事業請負代金    
5416・5417林班　　　　　　　　　
平成17年8月4日～平成17年12月15
日
静砂垣設置外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年8月3日 7,665,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4328
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負４号物件請負代金　
平成17年11月17日～平成17年12月
15日
つる切外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年11月16日 2,079,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4329
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負５号物件請負代金
平成17年11月17日～平成17年12月
15日
野鼠防除（223.25ha）

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年11月16日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4330
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負７号物件請負代金　
449林班　　　　　　　　　　　　
平成18年1月7日～平成18年2月28
日
素材生産

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成18年1月6日 4,738,159
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4331
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

造林事業請負９号物件代金　　　
382林班　　　　　　　　　　　　
平成18年1月27日～平成18年2月28
日
素材生産

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成18年1月26日 3,621,545
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4332
渡島地区森林整備共同事業体
（北海道亀田郡大野町字文月123
番地）

鳥崎川・オチャラッペ地区保安林
改良事業請負代金
平成18年3月11日～平成18年10月
31日
地拵外

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成18年3月10日 7,245,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4333
日本無線（株）函館営業所
（函館市豊川町10番6号）

土石流センサー保守点検業務請負
代金　　　　　　　　　　　　　　
1200・1201林班　　　　　　　　　
　平成17年5月14日～平成17年11
月18日

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年5月13日 1,365,000

このセンサーについては、防災情報システムを利用
しており、このシステムは日本無線（株）が開発し
たもので、他の業者では円滑運用の確保に支障のき
たす恐れのあることから、会計法第29条の3第4項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4334
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町字館町５
番地）

造林事業請負３号物件代金　　　
1171・1172林班　　　　　　　　　
平成18年1月7日～平成18年2月28
日
素材生産

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成17年10月31日 2,514,704
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4335
桧山地区森林整備共同事業体
（北海道檜山郡厚沢部町字館町５
番地）

造林事業請負８号物件請負代金　
2028林班　　　　　　　　　　　
平成17年11月1日～平成17年11月
30日
素材生産

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長
千葉　美辰
（北海道二海郡八雲町出雲町13）

平成18年1月6日 10,308,763
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4336
青森市収入役
（青森市中央１－２２－５）

庁舎使用料
（青森市柳川２－１－１）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月12日 1,186,668
当庁舎は、借り上げにより運営しているところであ
り、競争を許さない状況から会計法29条の３第4項
に該当

その他 ―
１７年度限
り

4337
青森市収入役
（青森市中央１－２２－５）

来客用等駐車場使用料
（青森市柳川２－１－１）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月12日 1,064,544
当庁舎に付随する駐車場を、借り上げしているとこ
ろであり、競争を許さない状況から会計法29条の３
第4項に該当

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4338
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目７－
１）

電気料金

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 4,240,301
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



4339
（株）ＮＴＴドコモ東北
（仙台市青葉区上杉１丁目１－
２）

電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 2,915,881
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4340
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿２丁目３－
２ＫＤＤＩビル）

電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 6,075,857
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4341
土地借上料金　　　　　　　　　　
　　　　（山形県朝日村下名川字
村下９７）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,260,000
当庁舎は、借り上げにより運営しているところであ
り、競争を許さない状況から会計法29条の３第4項
に該当

その他 ―
１７年度限
り

4342 大町台宿舎賃貸借料(3戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 2,880,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4343 矢留宿舎賃貸借料(1戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,248,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4344 八橋宿舎賃貸借料(2戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,440,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4345 新屋・仁井田宿舎賃貸借料(3戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 2,172,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4346
（株）マルエイ
（秋田市中通６－６－１５）

中通宿舎賃貸借料（２戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,350,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4347

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（福岡市博多区博多駅前１－５－
１）

プロバイダー使用料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 6,500,917
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4348
あさひ村直売施設管理
（山形県西村山郡朝日村大字下名
川字落合183）

朝日公務員宿舎料　(2戸）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,560,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4349
（株）あすなろ
（秋田市牛島西２丁目１１番１４
号）

証拠書類作業料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 10,528,955
会計法規等を熟知している必要があり国有林野事業
の業務全般に精通している必要があるため、相手が
限られ会計法29条の３第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



4350
柳川診療所
（青森市柳川二丁目１－１）

顧問委託料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 1,200,000
管理医として委嘱しているもので特定の者に限定さ
れ競争を許さない会計法29条の３第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4351
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代西部署管内　４，８３０
ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 56,461,149
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4352
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　　　８００
ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 8,368,786
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4353
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　７，８９０
ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 51,071,139
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4354
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　上小阿仁支署管内　６，００
０ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 32,531,625
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4355
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代西部署管内　１３，０３
０ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 91,224,195
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4356
米代北部林業共同事業体
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内
６－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　３，５３０
ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 29,442,639
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4357
キャノンシステムアンドサポート
（秋田市川尻御休町９－１）

機械使用料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,291,590
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4358
（株）那波伊四郎商店
（秋田市大町四丁目３番３５号）

コピー保守料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 5,235,190
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4359
秋田市上下水道局
（秋田市川尻みよし町１４－８）

水道及び下水道使用料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,110,196
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4360
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　最上支署管内　１，０００ｍ
3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 10,545,780
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4361
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　最上支署管内　３，３９０ｍ
3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 35,223,547
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4362
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　１，７１０
ｍ3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 21,983,697
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4363
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　１，７５０
ｍ3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 11,460,479
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4364
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　最上支署管内　５，３７０ｍ
3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 39,064,629
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4365
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　最上支署管内　３，６５０ｍ
3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 42,959,176
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4366
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　上小阿仁支署管内　１４，０
９０ｍ3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 138,846,893
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4367
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代西部署管内　７，５１０
ｍ3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 76,905,024
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4368
米代北部林業共同事業体
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内
６－１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　１，９２０
ｍ3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 24,559,983
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4369
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　米代東部署管内　１０，４４
０ｍ3
５月１４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 106,355,502
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4370
（株）林材新聞社秋田支局
（能代市西通町２－８）

公売公告

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,008,000

林産物販売の事業実行上、公売の新聞広告は広く関
係業界に周知を図ることにより、有利販売につなが
ることから必要不可欠のものであり、専門誌に掲載
することとするため競争を許さないことから会計法
第29条の3第4項に該当

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4371
（株）林業新聞社秋田支局
（秋田市桜２－１２－１６）

公売公告

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月13日 1,260,000

林産物販売の事業実行上、公売の新聞広告は広く関
係業界に周知を図ることにより、有利販売につなが
ることから必要不可欠のものであり、専門誌に掲載
することとするため競争を許さないことから会計法
第29条の3第4項に該当

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4372
三洋電機クレジット（株）
（秋田市中通二丁目３番８号）

地域振興無線使用料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,259,148
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4373
（有）金圓
（秋田市山王五丁目１２－２１）

コピーパフォーマンス料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 3,918,037
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4374
（株）クリスタルスタッフ
（秋田市手形字西谷地７０４－
１）

官庁会計事務委託料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 10,205,550
会計法規等を熟知している必要があり国有林野事業
の業務全般に精通している必要があるため、相手が
限られ会計法29条の３第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4375
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負　　　　　　　
　最上支署管内　２０，４００ｍ
3　　　　　５月１７日～１２月
２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月16日 21,295,258
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4376
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負　　　　　　　
　米代西部署管内　２９，９００
ｍ3
５月１７日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月16日 30,495,682
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4377
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負　　　　　　　
　上小阿仁支署管内　３０，２０
０ｍ3
５月１７日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月16日 29,304,107
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4378
（株）丸吉
（青森市問屋町一丁目６－１７）

電子複写機使用料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,538,716
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4379
（有）佐々木製材所
（秋田市仁別字堂ノ下２５）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　８００ｍ3
５月２５日～７月２０日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月24日 6,716,252
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4380
北日本索道（株）
（湯沢市皆瀬字二ツ石９５－５）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　湯沢支署管内　３７５ｍ3
５月２５日～７月２０日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月24日 3,706,024
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4381
（株）豊栄商会
（豊田市堤町寺池６６）

廃農薬適正処理業務

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 3,647,700

当事務所が保管する塩素酸塩系除草剤の無害化処理
できる施設が完成し、処理できる業者は１社のみの
ため、会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計
令１０２条の４第三号に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4382
仙北東森林組合
（仙北市田沢湖小松字外ノ山４－
１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　１，２７０ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 12,016,516
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4383
秋田中央森林組合
（秋田市千秋矢留町４－２０）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　１，０００ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 9,470,423
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4384
仙北東森林組合
（仙北市田沢湖小松字外ノ山４－
１）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　７７０ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 6,006,694
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4385
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　５，０３０ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 27,530,339
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4386
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　３，２８０ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 33,301,829
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4387
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　秋田署管内　６，２８０ｍ3
５月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月25日 51,349,676
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4388
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負　　　　　　　
　湯沢支署管内　２，６２０ｍ3
６月４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月3日 2,549,595
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4389
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負　　　　　　　
　秋田署管内　２１，３５０ｍ3
６月４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月3日 21,094,878
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4390
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

山元巻立請負
米代東部署管内　11,240m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 9,905,410
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4391
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

山元巻立請負
米代東部署管内　7,890m3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 5,192,651
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4392
米代北部林業共同事業体
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内
６－１）

山元巻立請負
米代東部署管内　3,530m3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 2,234,549
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4393
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

山元巻立請負
米代西部署管内　12,340m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 9,032,428
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4394
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

山元巻立請負
米代西部署管内　12,530m3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 6,453,280
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4395
（株）ＮＴＴドコモ東北
（仙台市青葉区上杉１丁目１－
２）

電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 8,943,387
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4396
能代運輸（株）
（能代市河戸川字北西山１４４－
２）

素材の最終運材請負　1,490m3
米代西部署貯木土場外
１７年６月１日～１８年１月３０
日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月31日 1,882,665
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4397
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

山元巻立請負
最上支署管内　　3,650m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 3,573,314
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4398
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

山元巻立請負
米代東部署管内　　1,750m3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 1,873,930
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4399
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

山元巻立請負
最上支署管内　　4,390m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 4,823,312
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4400
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

山元巻立請負
庄内署管内　　　900m3
８月１１日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月10日 1,107,220
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4401
米代北部林業共同事業体
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内
６－１）

山元巻立請負
米代東部署管内　　1,920m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 2,087,978
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4402
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

山元巻立請負
最上支署管内　　9,630m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 9,051,169
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4403
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

山元巻立請負
上小阿仁支署管内　6,00m3
５月１０日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月9日 2,312,223
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4404
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

山元巻立請負
上小阿仁支署管内　14,090m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 11,147,176
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4405
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

山元巻立請負
秋田署管内　　6,280m3
６月４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月3日 4,151,446
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4406
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

山元巻立請負
秋田署管内　　8,310m3
６月４日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月3日 7,407,093
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4407
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

製品生産事業請負
上小阿仁支署管内　６，４８０ｍ
3
７月２３日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年7月22日 30,687,091
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4408
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

製品生産事業請負
湯沢支署管内　２，２５０ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 10,453,426
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4409
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

製品生産事業請負
由利署管内　９３０ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 5,045,510
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4410
出羽庄内森林組合
（鶴岡市水沢字山ノ腰３１－１）

製品生産事業請負
庄内署管内　７００ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 5,595,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4411
本荘由利森林組合
（由利本庄市水林３８１）

製品生産事業請負
由利署管内　１，８６０ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 24,925,325
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4412
温海町森林組合
（鶴岡市大岩川字木揚げ）

製品生産事業請負
庄内署管内　１，２００ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 12,169,338
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4413
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

製品生産事業請負
庄内署管内　９００ｍ3
８月６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月5日 11,788,787
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4414
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市中通５－９－１６）

素材の検知業務請負
庄内署管内　２，８００ｍ3
８月１１日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月10日 2,614,546
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4415
米代トラック（株）
（能代市二ツ井町字五千苅４７－
６）

素材の最終運材請負
仁別貯木土場外　375m3
１７年６月１日～１８年１月３０
日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月31日 1,409,120
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4416
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

山元巻立請負
上小阿仁支署管内　6,450m3
７月２３日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年7月22日 7,350,337
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4417
子吉雄物川流域林業共体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

最終貯木場における巻立業務請負
仁別貯木土場　　610m3
６月１７日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月16日 1,312,418
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4418
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

山元巻立請負
米代東部署管内　　1,710m3
５月１９日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月18日 1,612,560
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4419
（株）秋田林業
（秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田
面字野中１８３－１）

製品生産事業請負
上小阿仁支署管内　１，０５０ｍ
3
８月２７日～１１月１０日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月26日 1,045,545
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4420
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
字１４７－１）

製品生産事業請負
最上支署管内　４，２６０ｍ3
８月２６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月25日 27,549,783
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4421
米代西部林業共同事業体
（能代市二ツ井町字五千苅５０－
１）

製品生産事業請負
米代西部署管内　８００ｍ3
９月１６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月15日 8,675,723
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4422
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

製品生産事業請負
米代東部署管内　３００ｍ3
９月１６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月15日 3,551,397
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4423
米代東部林業共同事業体
（大館市比内町大葛字森合１番
地）

製品生産事業請負
米代東部署管内　６００ｍ3
９月１６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月15日 3,291,596
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4424
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

製品生産事業請負　
米代東部署管内　１，２１０ｍ3
９月１６日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月15日 9,512,037
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4425
（有）佐々木製材所
（秋田市仁別字堂ノ下２５）

製品生産事業請負
秋田署管内　　１５０ｍ3
９月２３日～１１月１８日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月22日 2,545,812
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4426
（有）山田造材部
（北秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

製品生産事業請負
上小阿仁支署管内　　１，０５０
ｍ3
１０月１日～１１月１８日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年9月30日 10,269,179
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4427
米代南部林業共同事業体
（秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

最終貯木場における巻立業務請負
上小阿仁貯木土場　1,150m3
６月１７日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年6月16日 1,474,148
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4428
温海町森林組合
（鶴岡市大岩川字木揚げ）

山元巻立請負
庄内署管内　　　1,200m3
８月１１日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月10日 1,600,139
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4429
本荘由利森林組合
（由利本庄市水林３８１）

山元巻立請負
由利署管内　　1,860m3
８月１１日～１２月２７日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年8月10日 2,022,763
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4430
（有）山田造材部
（北秋田市米内沢字鶴田中岱１８
９）

製品生産事業請負
上小阿仁支署管内　　１７０ｍ3
１０月２６日～１１月１８日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年10月25日 1,217,329
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4431
大館貨物運送（有）
（大館市二井田字天神前６７番
地）

素材の最終運材請負
仁別貯木土場外　　1,50m3
１７年６月１日～１８年１月３０
日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年5月31日 1,382,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4432
大松建設（株）
（秋田市河辺畑谷字丸山１３５）

庁舎構内除排雪代

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年12月22日 2,200,590 会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第２号 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4433
全国国有林造林生産業連絡協議会
（東京都文京区後楽１－７－１
２）

素材生産請負事業体に対する実態
調査
１８年２月３日～１８年３月１０
日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年2月2日 1,029,000

本事業は、素材生産事業体の実態を調査するため、
事業体の実情に詳しく、素材生産事業に専門的な知
識・技術が必要であり、他に契約対象者がいないた
め。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4434
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市牛島西２丁目１１番１４
号）

電動刈払機外代(7台）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年2月20日 2,444,610
特殊の性質を有する物品で特定の者に限定され競争
を許さない。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4435
三井海上火災保険（株）
（秋田市中通六丁目７－９）

自動車損害賠償責任保険料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年3月20日 2,225,260
統一単価であり競争を許さない。（会計法第29条の
3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4436
三井海上火災保険（株）
（秋田市中通六丁目７－９）

自動車損害賠償責任保険料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年2月20日 3,401,830
統一単価であり競争を許さない。（会計法第29条の
3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4437
（株）アスパクリ
（東京都文京区本郷５－２５－１
６）

ビデオテープ代
(労働安全関係ビデオ25本）

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年3月21日 1,732,500
特殊の性質を有する物品で特定の者に限定され競争
を許さない。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



4438
（株）開和商事
（秋田市川元開和町６番２６号）

自動車重量税印紙代

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年3月1日 2,187,200
特定の使用目的がある物品で特定の者に限定され競
争を許さない。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4439
（株）開和商事
（秋田市川元開和町６番２６号）

自動車重量税印紙代

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成18年3月2日 3,189,200
特定の使用目的がある物品で特定の販売者に限定さ
れ競争を許さない。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4440
（株）那波伊四郎商店
（秋田市大町四丁目３番３５号）

コピー機維持料金

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,631,777
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4441
（株）　アスキス
（秋田市山王五丁目９－９）

カラーコピーシステム保守

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 7,153,125
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4442
（株）　アスキス
（秋田市山王五丁目９－９）

インクジェット式カラープリン
ター保守

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 2,574,479
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4443
国土防災技術（株）
（秋田市八橋新川向３番１２号）

鱒淵川荒廃調査
鶴岡市田麦俣大字大鳥檜原外13国
有林

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年10月20日 5,250,000

本調査は、地すべり発生に伴い、地すべりの動きを
把握するため伸縮計を設置し、地すべりの状況調査
を行っていたものである。その結果、地すべりの規
模が大きく、地すべりが進行してきており、下流域
の住民等に被害が及ぶ恐れがあるため、緊急的に自
動観測システムを設置したものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4444
（株）ＮＴＴドコモ東北
（仙台市青葉区上杉１丁目１－
２）

電話料

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
岸　純夫
（秋田県秋田市中通五丁目９ー１
６）

平成17年4月1日 1,299,589
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4445
酒田森林組合
（酒田市大字浜中字八間山858-
76）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.6.16～至17.7.15
地上散布71.27ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月15日 6,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4446
出羽庄内森林組合
（鶴岡市大字水沢字山ノ腰31-1）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.6.16～至17.7.15
地上散布26.17ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月15日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4447
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
147-1）

造林事業請負代（下刈）
自17.6.23～至17.8.25
50.24ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月22日 6,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4448
温海町森林組合
（山形県西田川郡温海町大字大岩
川字木揚場8）

造林事業請負代（下刈）
自17.6.23～至17.8.25
16.71ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月22日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4449
出羽庄内森林組合
（鶴岡市大字水沢字山ノ腰31-1）

造林事業請負代（下刈）
自17.6.23～至17.8.25
9.93ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月22日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4450
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
147-1）

造林事業請負代（地拵・植付・除
伐）
自17.9.7～至17.11.21
地拵8.95ha
植付8.95ha　　　　　　　　　　　
除伐15.80ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年9月6日 10,710,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4451
出羽庄内森林組合
（鶴岡市大字水沢字山ノ腰31-1）

造林事業請負代（地拵・植付・除
伐）
自17.9.7～至17.11.21
地拵3.68ha
植付3.68ha
除伐2.93ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年9月6日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4452
温海町森林組合
（山形県西田川郡温海町大字大岩
川字木揚場8）

造林事業請負代（地拵・植付・除
伐）
自17.9.7～至17.11.21
地拵1.91ha
植付1.91ha
除伐6.54ha

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年9月6日 2,572,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4453
温海町森林組合
（山形県西田川郡温海町大字大岩
川字木揚場8）

造林事業請負代（ナラ枯れ防除）
自17.11.29～至17.12.31
本数549本
胸高断面積334,228cm2

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年11月28日 2,583,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4454
出羽庄内森林組合
（鶴岡市大字水沢字山ノ腰31-1）

造林事業請負代（ナラ枯れ防除）
自17.11.29～至17.12.31
本数315本
胸高断面積147,853cm2

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年11月28日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4455
（有）遠田林産
（酒田市上青沢字向芦沢44）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.12.23～至18.3.10
本数5,289本
幹材積325.48m3

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年12月22日 7,140,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4456
出羽庄内森林組合
（鶴岡市大字水沢字山ノ腰31-1）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.12.23～至18.3.10
本数847本
幹材積194.78m3

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年12月22日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4457
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
147-1）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.12.23～至18.3.10
本数2,482本
幹材積461.22m3

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年12月22日 9,030,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4458
温海町森林組合
（山形県西田川郡温海町大字大岩
川字木揚場8）

造林事業請負代（松くい虫防除）
自17.12.23～至18.1.31
本数49本
幹材積23.37m3

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年12月22日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4459
キャノンシステム
（由利本荘市御門２８６－６）

本署及び森林事務所の複写機賃貸
借・使用料(２台）

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年5月12日 1,503,572
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4460
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

名称　造林事業請負
作業種　地拵、植付、下刈
場所　７た１外
面積　８６．５０ｈａ
期間H17.6.6～17.8.12

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年6月3日 12,495,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4461
本荘由利森林組合
（由利本荘市水林３８１）

名称　造林事業請負
作業種　地上散布
場所　５８い外
面積　１３２．０９ｈａ
期間H17.6.22～17.7.22

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年6月21日 11,970,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4462
秋田スカイテック（株）
（由利本荘市川口字八幡前２６
１）

名称　造林事業請負
作業種　地上散布（無人ヘリ）
場所　５７さ外
面積　２５．０４ｈａ
期間H17.6.22～17.7.22

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年6月21日 1,984,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4463
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

名称　造林事業請負
作業種　地拵、植付、除伐
場所　１１と外
面積　５８．１０ｈａ
期間H17.9.26～17.11.25

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年9月22日 11,928,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4464
本荘由利森林組合
（由利本荘市水林３８１）

名称　造林事業請負 
作業種　保育間伐
場所　３６わ１
面積　６．５６ｈａ
期間H17.11.29～18.1.27

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成17年11月28日 1,296,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4465
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

名称　造林事業請負
作業種　特別伐倒駆除（水林）
場所　５７ほ外
面積　１２８．２７ｍ３
期間H18.1.20～18.3.10

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年1月19日 2,478,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4466
本荘由利森林組合
（由利本荘市水林３８１）

名称　造林事業請負
作業種特別伐倒駆除（西目外）
場所　５７い外
面積　１２８．３７ｍ３
期間H18.1.20～18.3.10

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年1月19日 2,457,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4467
本荘由利森林組合
（由利本荘市水林３８１）

名称　西目地区保安林改良工事
作業種　本数調整伐
場所　５８に外
面積　１．７８ｈａ
期間H17.3.8～17.6.20

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年3月7日 3,234,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4468
本荘由利森林組合
（由利本荘市水林３８１）

名称　田尻地区保安林改良工事
作業種　本数調整伐
場所　５９へ外
面積　３．００ｈａ
期間H17.3.8～17.6.20

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年3月7日 4,047,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4469
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

名称　本荘地区(2)保安林改良工
事
作業種　本数調整伐
場所　５７き外
面積　４．５６ｈａ
期間H17.3.8～17.6.20

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年3月7日 6,825,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4470
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

名称　本荘海岸(2)治山工事
作業種　植栽工
場所　５７外
面積　６．６３ｈａ
期間H18.2.2～18.3.29

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
佐川　邦男
(秋田県由利本荘市水林４３９)

平成18年2月1日 11,537,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4471
雄勝広域森林組合
（湯沢市山田字福島開３７２－
５）

造林事業請負
秋田県湯沢市字役内山国有林６４
林班に4小班外４９
自：18.6.21至：18.9.30
地拵3.92ha 植付3.92ha  下刈
82.10ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　秋田森林管理署湯沢支署長　　　
　真崎　光雄　　　　　　　　　　
（秋田県湯沢市千石町２－２－
８）

平成17年6月20日 15,372,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4472
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

造林事業請負
秋田県雄勝郡東成瀬村字西山国有
林１０１９林班へ6小班外２５
自：17.6.21至：17.9.15
除伐4.30ha 下刈56.34ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　秋田森林管理署湯沢支署長　　　
　真崎　光雄　　　　　　　　　　
（秋田県湯沢市千石町２－２－
８）

平成17年6月20日 9,009,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4473
雄勝広域森林組合
（湯沢市山田字福島開３７２－
５）

造林事業請負
秋田県雄勝郡羽後町飯沢字大黒森
沢国有林８５林班ほ小班外３
自：17.9.1至：17.10.15
除伐25.17ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　秋田森林管理署湯沢支署長　　　
　真崎　光雄　　　　　　　　　　
（秋田県湯沢市千石町２－２－
８）

平成17年8月31日 4,494,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4474
子吉雄物川流域林業協同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

造林事業請負
秋田県横手市字中山国有林１００
２－Ⅱ林班ほ小班外２
自：17.12.20至：18.2.28
保育間伐8.42ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　秋田森林管理署湯沢支署長　　　
　真崎　光雄　　　　　　　　　　
（秋田県湯沢市千石町２－２－
８）

平成17年12月19日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4475
九戸木材協同組合
（久慈市中央１丁目４４番地）

造林事業請負地ごしらえ・植付
５．０２ＨＡ　　　　　　　　　　
　　　　馬渡川山国有林９１へ１
外　　　　　平成１７年４月２６
日～平成１７年５月２０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年4月25日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4476
久慈地区国有林材生産協同組合
（久慈市小久慈町１５－３３－
９）

造林事業請負地ごしらえ・植付
５．２７ＨＡ
半城子国有林１４ち　　　　　　　
平成１７年４月２６日～平成１７
年５月２０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年4月25日 3,654,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4477
九戸木材協同組合
（久慈市中央１丁目４４番地）

造林事業請負下刈１８．０８ＨＡ　
小倉国有林８８る１ほか　　　　　
平成１７年６月２１日～平成１７
年７月２９日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年6月20日 2,457,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4478
久慈地区国有林材生産協同組合
（久慈市小久慈町１５－３３－
９）

造林事業請負下刈１９．４９ＨＡ　
遠島山国有林１１３に１ほか
平成１７年６月１５日～平成１７
年７月２９日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年6月20日 2,688,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4479
久慈素材生産生産協同組合
（久慈市長内町１７－１０２－
２）

製品生産事業請負１３８８ｍ３
遠島山国有林１１３い１ほか
平成１７年７月１５日～平成１７
年１１月３０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年7月14日 9,973,429
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4480
山根林産企業組合
（久慈市山根町字下戸鎖５－２７
－１）

造林事業請負除伐１０．６１ＨＡ　
南俣国有林１い１ほか　　　　　　
平成１７年８月２３日～平成１７
年９月３０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年8月22日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4481
九戸木材協同組合
（久慈市中央１丁目４４番地）

製品生産事業請負２６４８ｍ３
遠島山国有林１１５い１ほか
平成１７年８月３１日～平成１７
年１１月３０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年8月30日 17,270,514
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4482
久慈地区国有林材生産協同組合
（久慈市小久慈町１５－３３－
９）

製品生産事業請負１７２１ｍ３
豊口国有林１３７い９ほか
平成１７年９月１３日～平成１７
年１１月３０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年9月12日 7,795,426
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4483
九戸木材協同組合
（久慈市中央１丁目４４番地）

造林事業請負抜伐り４．３５ＨＡ　
大坂本国有林４６へ１ほか
平成１７年９月２２日～平成１７
年１０月２０日

分任支出負担行為担当官三陸北部
森林管理署久慈支署長高橋眞一郎
（岩手県久慈市夏井町大崎１４－
１２）

平成17年9月21日 1,312,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4484
陸中造林（有）
（宮古市刈屋11-37-2）

穴乳山造林請負事業             
地拵え･植え付け 1.49ha        
  穴乳山57ろ1外4 
自平 17年4月28日至平17年5月27
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年4月27日 1,239,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4485
岩手県山林種苗協同組合
（盛岡市中央通3-15-17）

ｺﾅﾗほか苗木代
本数39700本
自平17年4月28日至平17年5月31日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年4月27日 2,274,919
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4486
（株）平金商店
（盛岡市肴町8-24）

複写機賃貸借料
三陸北部本署及び岩泉、釜津田合
同森林事務所
自平17年4月1日至平18年3月31日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年4月1日 1,348,252
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4487
川井地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡川井村大字川井
2-170-1）

北田代山造林事業請負           
地拵え･植え付け 13.98ha       
北田代山407い外2               
 自平17年5月11日至平17年6月17
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年5月10日 10,773,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4488
陸中造林（有）
（宮古市刈屋11-37-2）

長洞山造林請負事業             
 下刈 8.11ha
長洞山5は
自平17年6月10日至平17年6月30日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年6月9日 1,344,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4489
陸中造林（有）
（宮古市刈屋11-37-2）

月山国有林造林請負事業         
  除伐 15.42ha
月山2ほ
自平17年6月21日至平17年7月29日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年6月20日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4490
宮古地区国有林材生産協同組合
（宮古市藤原三丁目5-1）

トド山国有林造林請負事業       
除伐 22.42ha                  
 魹山18に外10
自平17年6月21日至平17年8月30日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年6月20日 4,473,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4491
宮古、川井地区素材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡山田町豊間根9-
86-2）

立丸山国有林造林請負事業       
 除伐 19.96ha
立丸山177い3外6
自平17年6月21日至平17年8月31日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年6月20日 4,284,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4492
岩泉地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡岩泉町三本松
28-18）

見内川山国有林造林請負事業     
 除伐 28.48ha                 
見内川山559に3外5             
 自平17年6月21日至平17年8月31
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年6月20日 4,368,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4493
岩泉地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡岩泉町三本松
28-18）

兜森製品生産一貫請負
兜森507ろ3外2
2738.187m3
自平17年7月5日至平17年11月30日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月4日 19,233,065
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4494
岩泉地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡岩泉町三本松
28-18）

上大板屋素材生産請負事業       
 上大板屋527は1外3       
244.240m3                   自
平17年7月5日至平17年12月26日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月4日 1,816,425
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4495
川井地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡川井村大字川井
2-170-1）

達曽部山製品生産一貫請負事業   
  達曽部山209ほ9外1 1345.829m3
自平17年7月9日至平17年11月30日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月8日 8,883,779
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4496
宮古、川井地区素材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡山田町豊間根9-
86-2）

摺石山造林請負事業             
下刈 12.15ha                  
摺石山175ね1外3
自平17年7月12日至平17年7月29日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月11日 1,596,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4497
川井地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡川井村大字川井
2-170-1）

北田代山造林請負事業           
下刈 13.98ha                  
北田代山407い外2
自平17年7月12日至平17年7月29日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月11日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4498
岩泉地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡岩泉町三本松
28-18）

兜森造林請負事業               
 下刈 7.47ha                  
兜森502は2外3                  
自平17年7月12日至平17年7月26日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月11日 1,102,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4499
陸中造林（有）
（宮古市刈屋11-37-2）

見内川製品生産一貫請負         
 見内川557い2         
1358.262m3                   
自平17年7月14日至平17年11月30
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月13日 9,591,279
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4500
宮古、川井地区素材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡山田町豊間根9-
86-2）

北平津戸製品生産一貫請負       
 北平津戸山382ち8外1 539.321m3
自平17年7月14日至平17年11月30
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年7月13日 3,840,431
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4501
陸中造林（有）
（宮古市刈屋11-37-2）

長洞山造林請負事業
下刈 8.11ha
長洞山5は外5
自平17年8月9日至平17年8月26日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年8月8日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4502
川井地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡川井村大字川井
2-170-1）

｢緑の回廊｣整備特別対策事業請負
間伐 5.18ha
北田代山395い1外1
自平17年11月1日至平17年11月25
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年10月31日 1,323,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4503
岩泉地区国有林材生産協同組合
（岩手県下閉伊郡岩泉町三本松
28-18）

兜森造林請負事業               
保育間伐 12.45ha              
 兜森501に1外2
自平17年11月10日至平17年11月30
日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年11月9日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4504
宮古地区国有林材生産協同組合
（宮古市藤原三丁目5-1）

トド山第一治山工事             
 本数調整伐 10.44ha
魹山23い1外2
自平17年9月2日至平17年10月31日

分任支出負担行為担当官          
 三陸北部森林管理署長           
  西中美芳                      
   （宮古市磯鶏石崎4-6）

平成17年9月1日 4,095,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4505
宮城県農林種苗農業協
（仙台市青葉区上杉二丁目4-46）

スギ苗木代(20,900本)

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年5月16日 2,523,675
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4506
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

製品生産事業請負
保育間伐活用型(1,021m3)

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年7月22日 10,869,471
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4507
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
地拵 7.05ha
植付 6.80ha

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年5月12日 6,048,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4508
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
松くい虫駆除　237.40m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年6月9日 4,914,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4509
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
下刈（17.09ha）

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年7月13日 2,394,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4510
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
除伐（12.70ha）

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年10月26日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4511
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
松くい虫駆除　436.50m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年12月26日 7,696,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4512
（株）北星林業
（仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番
20号）

造林事業請負
松くい虫駆除　68.88m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成18年3月10日 1,249,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4513
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

造林事業請負
松くい虫駆除　415.58m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年6月9日 8,337,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4514
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

造林事業請負
下刈（25.66ha）

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年7月13日 4,011,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4515
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

造林事業請負
除伐（22.29ha）

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年10月26日 4,137,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4516
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

造林事業請負
松くい虫駆除　709.01m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年12月26日 13,303,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4517
（有）村井林業
（白石市郡山字虎子沢山５番地
43）

造林事業請負
松くい虫駆除　212.27m3

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成18年3月10日 3,738,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4518
宮城県国有林材生産協
（仙台市青葉区東照宮１丁目８番
８号）

造林事業請負
下刈　(14.72ha)

分任支出負担行為担当官          
 仙台森林管理署長
外山武比古                      
   （仙台市青葉区東照宮1-15-1）

平成17年7月25日 2,257,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4519
東北電力（株）料金事務センター
（仙台市青葉区一番町３丁目７番
１号　電力ビル新館３F）

電気料金

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年4月1日 1,117,876
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4520
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

造林事業請負、駒ヶ嶺国有林287
い1外林小班、6月21日～11月30
日、下刈16.32ha、除伐119.43ha

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年6月20日 21,630,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4521
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

矢神岳保育間伐（活用型）請負事
業、矢神岳国有林52へ、よ、は林
小班、7月13日～12月26日、
1,902m3

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年7月12日 15,283,769
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4522
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

御山第一保育間伐（活用型）請負
事業、御山第一国有林327い、ろ
1、ろ2は林小班、7月13日～11月
30日、502m3

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年7月12日 4,266,493
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4523
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

緑の回廊整備特別対策事業、鍋越
山国有林465い8外林小班、9月3日
～11月30日、抜き切り（保育間
伐）6.73ha

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年9月2日 1,230,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4524
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

切通山保育間伐（活用型）請負事
業、切通山国有林103ろ5林小班、
9月10日～12月28日、946.979m3

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年9月9日 8,278,106
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4525
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

深沢山保育間伐（活用型）請負事
業、深沢山国有林1676に1林小
班、9月10日～12月28日、484m3

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年9月9日 6,369,405
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4526
安代地区国有林材生産協同組合
（八幡平市下モ川原40）

造林事業請負、関沢山国有林419
は1林小班外3、10月14日～11月30
日、保育間伐14.01ha

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長
松井　正 
（岩手県八幡平市荒屋新町41-8）

平成17年10月14日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4527
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月1日 1,487,176
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4528
宮城県農林種苗農業協同組合
（仙台市上杉２丁目４－４６）

スギ苗木２９，０００本　ヒノキ
苗木４４，０００本購入　納入期
限１７．５．３１

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月20日 8,860,950
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4529
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

造林事業請負（地拵・植付）１６
ほ林小班外　１７．４．２６～１
７．５．３１　　９．２２ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月25日 7,035,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4530
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

造林事業請負（地拵・植付）６３
７い２林小班外　１７．４．２６
～１７．５．３１　　６．６２Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月25日 5,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4531
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

造林事業請負（地拵・植付）３４
５ほ２林小班外　１７．４．２６
～１７．５．３１　　１．８３Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月25日 1,323,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4532
（株）金華山林業
（石巻市桃浦字蒲原２）

造林事業請負（地拵・植付）５２
７い１林小班　１７．４．２６～
１７．５．３１　５．４８ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月25日 3,885,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4533
古川市収入役
（古川市七日町１－１）

庁舎敷地の借り上げ　大崎市古川
東町５－３２　１４．４．１～１
９．３．３１　　１，３２８．９
１㎡

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月1日 2,872,912
当庁舎は、借り上げにより運営しているところであ
り、競争を許さない状況から会計法29条の３第4項
に該当

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4534
（株）金華山林業
（石巻市桃浦字蒲原２）

造林事業請負（防鹿柵施工工事）
５２７い１林小班　１７．５．１
６～１７．５．３１　５．４８Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年4月25日 3,675,798
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4535
（株）金華山林業
（石巻市桃浦字蒲原２）

製品生産事業請負５１８ち４林小
班外　１７．６．１～１７．１
１．３０　１，８１０㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年5月31日 19,072,487
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4536
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

造林事業請負（松くい虫駆除）３
４６ろ林小班　１７．６．１０～
１７．６．３０　３５９本　１８
１．０８㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年6月9日 3,727,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4537
小泉商事（株）
（大崎市古川飯川字十文字３３）

造林事業請負（松くい虫防除薬剤
散布）５４４い１林小班外　１
７．６．２４～１７．７．１２　　
３１．１７ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年6月23日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4538
（有）マルウ木材産業
（大崎市鳴子温泉字赤湯１５－４
２）

製品生産事業請負１６０い６林小
班外　１７．７．１～１７．１
１．３０　　　１，６３６㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年6月30日 14,998,373
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4539
大山　匡
（宮城県加美郡加美町字北町２－
１８１－１）

１７年度健康診断料　４７名分

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年5月26日 1,175,242
管理医として委嘱しているもので特定の者に限定さ
れ競争を許さない会計法29条の３第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4540
（有）鎌田林業土木
（宮城県加美郡加美町字漆沢宇津
野１２－３）

造林事業請負（保育間伐活用型）
２４７い７林小班外　１７．８．
１～１７．１１．３０　　　６６
９㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月29日 5,935,989
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4541
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

造林請負事業（保育間伐活用型）
３０２に２林小班外　１７．８．
１　～　１７．１２．２８　１，
８３８㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月29日 14,297,272
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4542
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

製品生産事業請負３２６よ３６林
小班外　１７．８．１～１８．
１．３１　　　１，２０４㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月29日 11,321,978
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4543
（株）金華山林業
（石巻市桃浦字蒲原２）

製品生産事業請負５７６ろ２林小
班外　１７．８．１～１８．１．
３１　　　　１，８１９㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月29日 13,712,455
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4544
鬼首振興（株）
（大崎市鳴子温泉鬼首字原３５）

緑の回廊整備特別対策事業（保育
間伐） １５１ほ６林小班　１
７．８．２４～１７．９．３０　
４．００ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年8月23日 1,102,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4545
（有）鎌田林業土木
（宮城県加美郡加美町字漆沢宇津
野１２－３）

造林事業請負（除伐）２１８い林
小班外　１７．８．２４～１７．
９．３０　　５．８６ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年8月23日 1,173,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4546
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

造林事業請負（除伐）３０３ほ林
小班外　１７．８．２４～１７．
９．３０　　　９．５３ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年8月23日 1,588,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4547
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

造林事業請負（除伐）２８９い４
林小班外　１７．８．２４～１
７．９．３０　　１２．０９ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年8月23日 2,542,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4548
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

造林事業請負（除伐）９に５林小
班外　１７．８．２４～１７．
９．３０　　　１１．９５ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年8月23日 1,756,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4549
（株）山武
（栗原市鶯沢袋島巡４４－１）

製品生産事業請負　３４い２林小
班外　１７．９．１６～１７．１
２．２８　　７１７㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年9月15日 6,550,237
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4550
（株）山武
（栗原市鶯沢袋島巡４４－１）

造林事業請負（保育間伐活用型）
３４い３林小班　１７．９．１６
～１７．１０．３１　７７㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年9月15日 1,079,414
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4551
石巻地区森林組合
（石巻市大瓜字棚橋下待井６５－
１）

造林事業請負（製品生産一貫請
負）６２９は１林小班外　１７．
１２．２８～　１８．２．２２　
４１２㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年12月27日 3,265,295
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4552
だるまチップ工業（株）
（石巻市明神町１－２－６４）

造林事業請負（松くい虫駆除）６
２１い２林小班外　１８．１．１
３～１８．３．１０　　２８４本　
１００．６０㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年1月12日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4553
だるまチップ工業（株）
（石巻市明神町１－２－６４）

造林事業請負（松くい虫駆除）５
４４い１林小班外　１８．１．１
３～１８．３．１０　　８７４本　
４０１．１８㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年1月12日 5,092,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4554
（有）鎌田林業土木
（宮城県加美郡加美町字漆沢宇津
野１２－３）

造林事業請負（松くい虫駆除）２
７４い６林小班外　１８．１．１
３～１８．３．１０　３５９本　
１６２．８０㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年1月12日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4555
（株）金華山林業
（石巻市桃浦字蒲原２）

造林事業請負（松くい虫駆除）５
０６い林小班　１８．１．１３～
１８．３．１０　６４０本　５６
４．９５㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年1月12日 12,064,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4556
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

松くい虫駆除事業３０３ち林小班
外　１８．１．１３～１８．３．
１０　４６２本　４７６．８２㎥

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年1月12日 7,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4557
東北ティー・シー・エム（株）
（大崎市古川沢田舞台６１－１）

ＴＣＭ社製　ＳＴＤ３０ホイル
ローダ車検整備一式

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年3月23日 1,142,786
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4558
だるまチップ工業（株）
（石巻市明神町１－２－６４）

浜須賀松第二治山工事　５４６は
林小班外　１７．３．１６～１
７．７．３１　本数調整伐　２
８．０１ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成18年3月15日 4,830,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4559
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

黒森治山工事　２４１は４林小班
外　１７．７．１５～１７．９．
３０　本数調整伐　１５．１５Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月14日 4,567,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4560
宮城県国有林材生産協同組合
（仙台市東照宮１－８－８）

米川地区治山工事　２４１は４林
小班外　１７．７．１５～１７．
８．３１　下刈　３１．８０ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月14日 4,417,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4561
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

戸倉地区治山工事　３６４へ１林
小班外　１７．７．１６～１７．
８．２０　下刈　２２．３６ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月15日 3,244,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4562
（株）小山材木店
（宮城県本吉郡本吉町津谷新明戸
２３３）

気仙沼地区治山工事　３０４は２
林小班外　１７．７．１９～１
７．８．１２　下刈　２７．６３
ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
日高瑞記
（宮城県大崎市古川東町５－３
２）

平成17年7月15日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4563
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年4月1日 1,500,342
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4564
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負
三ッ目内山国有林516る2外
自17.6.2～至17.8.22
１，４７７m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年5月13日 17,171,823
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4565
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負
西碇ヶ関山国有林795い6外
自17.8.24～至17.10.17
６２０m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年5月24日 6,648,533
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4566
三林興商（株）
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤
石町字大和田２７番地１４）

造林事業請負
矢倉山国有林2045と2外2
自17.6.3～至17.6.28
地拵・植付９．４８ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月2日 3,590,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4567
（株）平沢事業所
（青森県西津軽郡深浦町大字森山
字松浦１番地）

造林事業請負　　　　　　　　　 
東追良瀬山国有林3046ほ3外6     
    自17.6.22～至17.9.2
除伐１６．０２ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月8日 2,883,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4568
岩崎農林工業（有）
（青森県西津軽郡深浦町大字岩崎
字松原５３番地１）

造林事業請負　　　　　　　　　　
松神山国有林3081と1外5
自17.6.10～至17.7.25　　　　　　
　除伐１９．２７ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月8日 3,468,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4569
（有）大忠林業
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字
一ッ森字禿１８の１）

造林事業請負　　　　　　　　　　
笠置山国有林2070と9外3
自17.7.4～至17.8.3           
除伐１８．５２ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月14日 3,305,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4570
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負
大小川沢国有林1017に7外　　　　
自17.9.13～至17.11.9           
 １，４４１m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月22日 12,715,402
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4571
（有）相馬造林
（弘前市大字藍内字立石３０の
１）

造林事業請負　　　　　　　　　　
下中村山国有林５ろ１外２　　　　
　自17．8．22～至17．9．15　　
　　除伐１５．２０ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月22日 2,640,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4572
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０番地１
０）

造林事業請負
下中村山国有林５は７外2　　　　
自17．7．25～至17．8．30　　　　
除伐１７．３０ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年6月22日 3,006,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4573
天徳林産（株）
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字種
里町字有原１５０）

造林事業請負
東赤石山国有林2055は1外1　　　　
自17．7．12～至17．9．22　　　　
除伐１８．４２ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月11日 3,263,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4574
（有）南黒林業
（黒石市柵ノ木四丁目１５８－
５）

造林事業請負　　　　　　　　　　
要人山国有林1031ほ３外２　　　　
自17．7．12～17．7．26　　　　
除伐１１．８３ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月11日 2,056,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4575
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０番地１
０）

造林事業請負
西碇ヶ関山国有林709い外2　　　　
自17．7．19～17．8．12　　　　
除伐１０．８３ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月15日 1,882,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4576
大町内科クリニック
（弘前市大町１丁目１４－３）

健康診断料
42名
自17．5．30～17．6．3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年4月1日 1,081,991
管理医として委嘱しているもので特定の者に限定さ
れ競争を許さない会計法29条の３第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4577
三林興商（株）
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤
石字大和田27-14）

製品生産事業請負
東岩木山国有林28た1外
自17．9．22～17．10．14　　　　
３７２m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月25日 5,718,533
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4578
三林興商（株）
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤
石字大和田27-14）

製品生産事業請負（造林）　　　　
　西赤石山国有林2036ふ11外　　
　自17．10．1～17．11．30　　
　　５７７m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月25日 6,484,388
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4579
（有）大鰐振興林業
（青森県南津軽郡大鰐町大字居土
字高野新田２７の１）

造林事業請負　　　　　　　　　　
三ッ目内山国有林531に7外7　　　
　自17．8．1～17．9．16
除伐１８．８３ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年7月29日 3,270,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4580
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負（造林）　　　　
　西虹貝山国有林562に4外
自17．9．29～17．11．2　　　　
２８６m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年8月29日 3,751,661
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4581
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負
東虹貝山国有林587よ
自17．10．4～至17．12．20　　　
　４８６m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年8月29日 5,345,572
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4582
（株）折谷組弘前支店
（弘前市大字城南３丁目１３－
４）

大沢林道改良工事
大沢山国有林130た
自17．8．31～至17．12．2 　　　
　２１ｍ

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年8月30日 4,074,000
会計法２９条の３第４項　  　　　　　　 　　　　
予決令１０２－４－３

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4583
（株）平沢事業所
（青森県西津軽郡深浦町大字森山
字松浦１）

製品生産事業請負（造林）　　　　
西岩崎山国有林3070り外
自17．9．5～18．1．23
７７６m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年8月30日 8,972,140
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4584
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０番地１
０）

造林事業請負　　　　　　　　　　
東碇ヶ関山国有林757は
自17．9．21～17．10．13　　　　
保育間伐７．２７ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年9月8日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4585
（株）平沢事業所
（青森県西津軽郡深浦町大字森山
字松浦１）

造林事業請負
黒崎山国有林3088り2
自17．10．6～17．12．26　　　　
保育間伐７０３m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年10月5日 9,170,652
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4586
（株）平沢事業所
（青森県西津軽郡深浦町大字森山
字松浦１）

製品生産事業請負
松神山国有林3084な
自17．10．6～18．1．26　　　　
３９７m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年10月5日 2,918,888
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4587
岩崎農林工業（有）
（青森県西津軽郡深浦町大字岩崎
字松原５３番地１）

造林事業請負
黒崎山国有林3088ほ1外2
自17．10．24～17．11．28　　　　
保育間伐１３．９７ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年10月19日 2,709,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4588
（株）平沢事業所
（青森県西津軽郡深浦町大字森山
字松浦１番地）

造林事業請負　　　　　　　　　　
松神山国有林3085い
自17．11．1～17．11．25　　　　
保育間伐１１．６６ha

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年11月25日 2,278,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4589
津軽流域林業共同事業体
（弘前市大字南富田町１０－１
０）

製品生産事業請負
西虹貝山国有林580り外
自17．11．10～18．1．10　　　　
１６３m3

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡　均
（青森県弘前市豊田２丁目２－
４）

平成17年11月7日 2,367,973
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4590
（有）三直林業
（青森県北津軽郡中泊町大字今泉
字布引115-13）

造林事業請負                 
地拵2.16ha                   
植付2.16ha

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年5月6日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4591
高橋林業土木（株）
（五所川原市十三通行道108-1）

製品生産事業請負          
920m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年5月10日 12,473,628
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4592
三菱オートクレジット・リース
（株）東北支店
（仙台市青葉区国分町3-6-1）

ミニバスリース料　　　　　　　　
　　　　　2台

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年4月1日 1,445,010
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4593
（株）成田林業土木
（青森県北津軽郡中泊町大字薄市
字沖原115-101）

製品生産事業請負             
551m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年5月17日 6,575,620
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4594
（有）伊藤林業土木
（五所川原市金木町嘉瀬上端山崎
79）

造林事業請負                 
地拵2.65ha                   
植付2.65ha

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年6月7日 2,436,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4595
（株）成田林業土木
（青森県北津軽郡中泊町大字薄市
字沖原115-101）

製品生産事業請負              
457m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年7月14日 4,773,340
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4596
（有）三直林業
（青森県北津軽郡中泊町大字今泉
字布引115-13）

造林事業請負                 
除伐14..66ha

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年8月26日 2,535,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4597
（株）成田林業土木
（青森県北津軽郡中泊町大字薄市
字沖原115-101）

製品生産事業請負             
837m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年9月21日 9,569,145
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4598
高橋林業土木（株）
（五所川原市十三通行道108-1）

製品生産事業請負              
456m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年10月20日 4,480,561
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4599
高橋林業土木（株）
（五所川原市十三通行道108-1）

製品生産事業請負              
364m3

分任支出負担行為担当官津軽森林
管理署金木支署長 岡崎  孝次
（青森県五所川原市金木町芦野
200-498）

平成17年12月20日 3,388,940
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4600
柳川診療所
（青森市柳川二丁目1-1）

健康診断料

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年4月7日 2,007,778
管理医として委嘱しているもので特定の者に限定さ
れ競争を許さない会計法29条の３第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4601
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目7番1
号　電力ビル新館3Ｆ）

電気料金

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年4月13日 1,312,770
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4602
ヤマダ事務機（株）
（青森市荒川柴田173-2）

コピー機賃貸料

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年5月2日 1,727,005
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4603
蟹田林業共同事業体
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹
田22番地の1）

製品生産事業請負             
（700m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年6月15日 10,314,234
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4604
蟹田林業共同事業体
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹
田22番地の1）

尻高川外造林事業請負　　　　　
（地拵0.33ha、植付1.0千本、  
下刈30.77ha、除伐22.35ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年6月7日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4605
青森地区林業共同事業体
（青森市大字戸門字見通28-11）

内真部山外造林事業請負
（下刈18.40ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年4月1日 2,404,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4606
（有）唐川造材部
（青森県東津軽郡今部町大字大川
平字村元33番地の1）

東大川平外造林事業請負
（地拵3.98ha、植付2.5千本、  
下刈10.28ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年6月1日 3,307,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4607
（有）唐川造材部
（青森県東津軽郡今部町大字大川
平字村元33番地の1）

製品生産事業請負      　　 
（1,635m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年7月7日 19,580,860
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4608
（株）成田林業土木
（青森県北津軽郡中泊町大字薄市
字沖原115-101）

製品生産事業請負 　　      
（969m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年8月2日 11,704,631
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4609
青森県森林組合連合会
（青森市松原一丁目16-25）

苗木購入代　　　　　　　　　　
（86,000本）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月14日 1,891,107
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4610
（有）唐川造材部
（青森県東津軽郡今部町大字大川
平字村元33番地の1）

袴越造林事業請負　　　　　　　
（植付3.13ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月27日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4611
（株）成田林業土木
（青森県北津軽郡中泊町大字薄市
字沖原115-101）

瀬辺地山造林事業請負　　　　　　
　　　　製品生産（544m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月29日 5,001,827
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4612
（有）唐川造材部
（青森県東津軽郡今部町大字大川
平字村元33番地の1）

東大川平造林事業請負　         
     　製品生産（411m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月29日 3,862,470
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4613
（有）前田林業
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田
小国品吉95番地）

矢櫃山造林事業請負　　　　　　　
　　　製品生産（1,325m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月30日 13,455,377
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4614
上磯林業（株）
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹
田22番地の1）

矢櫃山造林事業請負　　　　     
         製品生産 （989m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月30日 8,357,507
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4615
青森県木材利用推進協議会
（青森市大字高田字川瀬104-1）

青森ヒバの需要開拓等に関する業
務委託費

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月30日 3,150,000 会計法29条の3第4項、予決令102条の4第3項 見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

4616
（有）唐川造材部
（青森県東津軽郡今部町大字大川
平字村元33番地の1）

製品生産事業請負　　　　     
（542m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年10月4日 4,246,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4617
蟹田林業共同事業体
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹
田22番地の1）

東小国山造林事業請負         
（保育間伐12.99ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年11月1日 2,499,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4618
蟹田林業共同事業体
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹
田22番地の1）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　（3,311m3）

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年10月4日 33,057,157
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4619
（株）成文組
（青森市中央四丁目7番7号）

八甲田・北八甲田合同森林事務所
車庫等新設工事　18.2.11～3.11

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成18年2月10日 4,410,000 会計法29条の3第4項、予決令102条の4第4項ｲ 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4620
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３－７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年4月1日 1,156,662
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4621
北奥林業（株）
（青森県上北郡野辺地町字鳴沢２
７－６７）

製品生産事業請負
２０６１㎥
４．２８～８．１８

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年4月27日 19,412,193
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4622
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

製品生産事業請負
８６２㎥
４．２８～６．３０

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年4月27日 8,928,381
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4623
青森精機（株）
（青森市問屋町２－１２－２３）

複写機保守サービス

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年4月1日 1,317,738
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4624
上北森林組合
（青森県上北郡七戸町字森ノ上８
７－１）

造林事業請負（地拵2.20ｈａ、植
付2.20ｈａ）
５．２４～６．２

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年5月18日 1,642,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4625
三八上北地区林業共同事業体
（十和田市大字沢田字蒼前平６
４）

造林事業請負（地拵1.42ｈａ、植
付1.42ｈａ）
５．２０～６．３

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年5月18日 1,121,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4626
上北森林組合
（青森県上北郡七戸町字森ノ上８
７－１）

造林事業請負（下刈27.28ｈａ）　
　　　　　　　　  ６．２２～
７．２９

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年6月21日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4627
三八上北地区林業共同事業体
（十和田市大字沢田字蒼前平６
４）

造林事業請負（下刈10.45ｈａ）　
　　　　　　　　  ７．１～７．
１３

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年6月21日 1,459,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4628
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

製品生産事業請負
１９２㎥
７．５～７．２６

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年7月4日 1,641,970
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4629
横浜町森林組合
（青森県上北郡横浜町字寺下６
９）

造林事業請負（下刈0.54ｈａ、除
伐11.91ｈａ）
７．２９～９．１

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年7月27日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4630
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

造林事業請負（下刈0.77ｈａ、除
伐5.26ｈａ）
７．２８～８．２６

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年7月27日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4631
東北町森林組合
（青森県上北郡東北町字塔ノ沢４
９６－１）

製品生産事業請負
６５７㎥
８．１７～９．２２

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年7月28日 5,461,404
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4632
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

製品生産事業請負
１７１６㎥
８．９～１１．８

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月1日 14,233,936
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4633
北奥林業（株）
（青森県上北郡野辺地町字鳴沢２
７－６７）

製品生産事業請負
８５８㎥
８．１７～１０．７

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月11日 7,842,321
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4634
（有）山崎木材
（青森県三戸郡三戸町大字梅内字
竹林１４５－２）

製品生産事業請負
３７９㎥
９．５～１１．１４

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月29日 4,735,055
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4635
三八上北地区林業共同事業体
（十和田市大字沢田字蒼前平６
４）

造林事業請負（除伐76.83ｈａ）　
　                ９．６～１
１．５

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月30日 11,970,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4636
戸来造林企業組合
（青森県三戸郡新郷村大字戸来字
下丹母４６－２）

造林事業請負（除伐29.36ｈａ）　
　                ９．１～１
０．１３

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月30日 4,725,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4637
遠瀬造林企業組合
（青森県三戸郡田子町大字遠瀬字
堺沢出口６－１）

造林事業請負（除伐6.76ｈａ）　　
                ９．１～９．１
４

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年8月30日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4638
三八上北地区林業共同事業体
（十和田市大字沢田字蒼前平６
４）

製品生産事業請負
２８８９㎥
９．１６～１２．１６

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年9月15日 27,630,285
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4639
東北町森林組合
（青森県上北郡東北町字塔ノ沢４
９６－１）

製品生産事業請負
３１６８㎥
９．２０～１．３１

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年9月15日 25,184,127
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4640
戸来造林企業組合
（青森県三戸郡新郷村大字戸来字
下丹母４６－２）

緑の回廊整備事業請負（抜き切り
7.78ｈａ）
１０．４～１０．２８

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年10月3日 1,648,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4641
北奥林業（株）
（青森県上北郡野辺地町字鳴沢２
７－６７）

製品生産事業請負
１２２８㎥
１０．１７～１２．２６

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年10月12日 12,129,539
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4642
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

製品生産事業請負
１２６０㎥
１１．７～２．１７

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年10月12日 12,376,444
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4643
上北森林組合
（青森県上北郡七戸町字森ノ上８
７－１）

造林事業請負（保育間伐22.09ha)　
　   　　　　　　１０．２１～
１１．２５

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年10月20日 3,780,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4644
葛西産業（株）
（青森県上北郡六ヶ所村尾駮字穴
沢２４）

製品生産事業請負
４９８㎥
１１．４～２．１

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長
岡田　力男
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成17年11月9日 4,962,319
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4645
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

造林事業請負　保育間伐
６１３ｍ3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年4月27日 7,412,542
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4646
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

造林事業請負　保育間伐
２,４７７ｍ3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年4月27日 22,259,209
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4647
岩手県山林種苗協同組合
（盛岡市中央通３ー１５－１７）

苗木代  スギ16,800本

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年5月9日 1,946,221
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4648
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

造林事業請負　地拵/植付 4.92ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年5月19日 4,095,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4649
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

造林事業請負　下刈45.75Ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年7月13日 5,649,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4650
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

造林事業請負　下刈44.76Ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年7月14日 5,460,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4651
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

造林事業請負　保育間伐
１,１３３ｍ3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年8月12日 10,139,811
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4652
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

製品生産請負事業　素材３９８ｍ
3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年8月12日 3,776,881
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4653
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

造林事業請負　保育間伐
９４８ｍ3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年9月15日 8,129,045
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4654
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

造林事業請負　保育間伐
３８２ｍ3

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年9月15日 4,299,356
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4655
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

緑の回廊整備特別対策事業　抜伐
り5.04Ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年10月11日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4656
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

造林事業請負　　除伐22.69Ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年9月9日 4,410,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4657
三陸中部国有林材生産協同組合
（岩手県上閉伊郡大槌町新町１－
３）

造林事業請負　　除伐16.98Ha

分任支出契約担当官
三陸中部森林管理署長
福本　嗣久
（岩手県大船渡市盛町字宇津野沢
７－５）

平成17年9月7日 3,528,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4658
岩手県山林種苗協同組合
（盛岡市中央通三丁目15番17号）

苗木代
スギ苗木　　　 1,700本
カラマツ苗木　37,500本
ヒノキ苗木　  10,300本

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年4月9日 3,540,610
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4659
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

造林事業請負
地拵　15.97ha
植付　15.97ha
下刈　25.12ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年4月21日 18,060,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4660
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園一丁目11番3号）

複写機保守料金

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年4月1日 1,023,661
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4661
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

製品生産事業請負
　1,717.976m3

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年5月25日 13,335,606
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4662
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

緑の回廊整備対策事業
抜伐り　6.55ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年7月29日 1,333,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4663
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

製品生産事業請負
　4,461.404m3

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年7月29日 33,340,183
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4664
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

製品生産事業請負
　1,552.941m3

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年7月29日 14,306,319
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4665
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

造林事業請負
除伐　84.91ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年8月24日 12,915,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4666
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年4月1日 2,232,185
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4667
独身寮運営委託
炊事・清掃等一式

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年4月1日 1,869,000
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4668
キャノンシステム
（大館市水門町４－２）

電子複写機賃貸借料及び保守管理
料

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年4月1日 4,042,358
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4669

大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７番地２）

造林請負事業、地拵5.22ha、植え
付け5.22ha、下刈り14.28ha、除
伐5.09ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年5月13日 9,502,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4670

米代東部林業共同事業
（大館市比内町大葛字森合１）

造林請負事業、地拵20.09ha、植
え付け20.09ha、下刈り
151.89ha、除伐9.99ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年5月13日 46,914,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4671
米代北部林業共同事業
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内６
－１）

造林請負事業、下刈り29.80ha、
除伐6.11ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年6月13日 5,302,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4672
鹿角森林組合
（鹿角市花輪字合野１８-３）

造林請負事業、除伐34.73ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年8月26日 6,048,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4673
米代北部林業共同事業
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内６
－１）

造林請負事業、除伐25.43ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年8月29日 4,578,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4674

大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７番地２）

造林請負事業、除伐9.95ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年8月30日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4675

米代東部林業共同事業
（大館市比内町大葛字森合１）

造林請負事業、除伐50.25ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年9月7日 8,862,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4676
（有）中村造林
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内
６－１）

緑の回廊整備特別対策事業、本数
調整伐9.97ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年9月28日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4677

米代東部林業共同事業
（大館市比内町大葛字森合１）

造林請負事業、保育間伐12.55ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年11月28日 1,942,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4678
米代北部林業共同事業
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内６
－１）

造林請負事業、除伐Ⅱ23.64ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年12月15日 4,300,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4679

米代東部林業共同事業
（大館市比内町大葛字森合１）

造林請負事業、除伐Ⅱ10.73ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年12月16日 1,953,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4680
米代北部林業共同事業
（秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内６
－１）

十和田地区治山工事（造林）、本
数調整伐62.47ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年4月26日 9,135,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4681

大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７番地２）

鷹巣地区治山工事（造林）、下刈
り67.54ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年6月13日 9,198,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4682

米代東部林業共同事業
（大館市比内町大葛字森合１）

鷹巣地区治山工事（造林）、本数
調整伐49.80ha

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
鈴木利貴雄
（秋田県大館市上代野字中岱３－
２３）

平成17年12月9日 12,768,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4683
（株）北秋オーエス
（大館市御成町1-6-5）

コピー維持料金

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長
村岡康博　（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中４８４－２）

平成17年4月3日 2,163,128
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4684
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３－７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長
村岡康博　（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中４８４－２）

平成17年4月1日 1,309,089
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4685
森沢石油（株）
（秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田
面字小蒲野７０）

燃料代

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長
村岡康博　（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中４８４－２）

平成17年4月3日 2,066,726
当初使用予定数量から勘案したときに、１６０万円
を超えないと判断したことから、会計法第２９条の
３第５項及び予決令第９９条第３号を適用。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4686
米代南部林業共同事業体
（北秋田市米内沢字中道岱８１）

造林事業請負　地拵・植付２．６
８ＨＡ、下刈３５．５４ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長
村岡康博　（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中４８４－２）

平成17年6月8日 8,280,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4687
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

造林事業請負　地拵・植付１１．
４４ＨＡ、除伐１１．５１ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長
村岡康博　（秋田県北秋田郡上小
阿仁村沖田面字野中４８４－２）

平成17年9月2日 15,582,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4688
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町７－１）

電気料金
最上郡真室川町大字新町字下荒川
２００－１１外

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年4月1日 1,215,130
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4689
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負
最上郡戸沢村大字松坂字中田沢国
有林２１７３林班外　地拵・植付
9.27ha
自：17.5.20  至：17.6.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年5月17日 7,770,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4690
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

造林事業請負
最上郡最上町大字志茂字大横川国
有林１００８林班外　　下刈
85.98ha
自：17.6.21  至：17.7.30

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年5月17日 11,340,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4691
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負
最上郡真室川町大字差首鍋字滝ノ
沢国有林５２林班外　地拵・植付
8.37ha  下刈208.30ha
自：17.5.20 至：17.8.10

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年5月17日 34,125,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4692
山形県山林種苗協同組合
（山形市成沢西４丁目９－３２）

スギ苗木購入
最上郡戸沢村　南又林道外　38.9
千本
納期：17.6.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年5月13日 4,515,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4693
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負
最上郡真室川町大字大沢字西郡山
手倉沢国有林５林班外
地拵・植付6.54ha除伐17.11ha
自：17.8.23  至：17.10.30

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年8月23日 8,190,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4694
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

造林事業請負
最上郡最上町大字志茂字大横川国
有林１０１０林班外
地拵・植付8.06ha
自：17.8.23  至：17.10.30

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年8月23日 7,140,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4695
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負
新庄市萩野字大似良川国有林２０
６８林班外
地拵・植付25.37ha
除伐14.35ha
自：17.8.23 至：17.11.10

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年8月23日 22,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4696
秋保建設（株）
（山形県最上郡戸沢村大字古口３
３２）

羽根沢・羽州湯の里林道災害復旧
工事
最上郡鮭川村大字中渡字鷹巣沢国
有林２０１２林班　コンクリート
擁壁外
自：17.10.4  至：18.3.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年10月13日 16,968,000

災害復旧治山工事と同一箇所のため、治山工事履行
者以外の者に履行させることが困難　会計法第２９
条の３　第４項 　予決令第１０２条の４　第４号
イ

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4697
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負
最上郡真室川町大字大沢字上小又
山国有林６１林班外
保育間伐11.20ha
自：17.11.24  至：17.12.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年11月24日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4698
最上広域森林組合
（山形県最上郡真室川町大字新町
字下荒川２７０－１）

造林事業請負  最上郡鮭川村大字
曲川字大芦沢国有林２０１９林班
外　カシノナガキクイムシ被害木
駆除４８９本
自：17.11.24  至：17.12.11

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年11月24日 6,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4699
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負  最上郡鮭川村大字
川口字絵馬川山国有林２００６林
班外　　　　　　　　　　松くい
虫伐倒駆除５６４本　　　自：
17.12.6  至：18.3.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年12月6日 14,700,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4700
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負　最上郡真室川町大
字大沢字手倉沢国有林７林班外　　
除伐Ⅱ類54.18ha
自：17.12.7  至：18.1.20

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年12月7日 10,059,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4701
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

新庄地区保安林改良工事　最上郡
鮭川村大字曲川字赤坂国有林２０
１３林班外　下刈340.55ha
自：17.3.4  至：17.8.10

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成18年3月3日 42,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4702
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町７－１）

電気料金
最上郡大蔵村大字南山外

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署最上支署長　石上公彦　　
　　（最上郡真室川町大字新町字
下荒川２００－１１）

平成17年4月1日 20,634,075
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



4703
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

造林事業請負契約
下刈256ha  地拵・植付10ha

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成17年5月27日 41,979,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4704
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

造林事業請負契約（地上散布）   
  217ha

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成17年6月22日 18,081,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4705
小泉商事（株）
（秋田市新屋鳥木町１－１３６）

造林事業請負契約（地上散布）   
93ha

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成17年7月1日 7,786,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4706
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

造林事業請負契約 
地拵・植付64ha 　除伐15ha

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成17年9月1日 74,970,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4707
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

造林事業請負契約（除伐Ⅱ類）
32ha

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成17年12月21日 5,743,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4708
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

造林事業請負契約（衛生伐）9ha  
250m3

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長
北本　浩
(秋田県能代市御指南町３－４５)

平成18年2月20日 4,389,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4709
東北電力（株）
（仙台市青葉区１番町３丁目７番
１号）

電気料
分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月1日 1,434,813
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4710
（有）鈴木林業
（むつ市関根字北関根の内宮城４
６－２８）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　２．１０ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 1,606,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4711
（有）相内グリーン産業
（青森県下北郡東通村白糠字前田
４４－１０９）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　２．３４ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 1,774,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4712
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　１．７３ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4713
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　５．０１ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 3,979,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4714
下北地方森林組合
（むつ市金谷１丁目２－３２）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　１．３５ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 1,029,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4715
（有）太田林業
（青森県下北郡佐井村佐井字古佐
井２７）

造林事業請負代地拵・植付　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　６．４８ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 4,924,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4716
斗南産業（株）
（むつ市中央２丁目１３－２２）

造林事業請負代（造林活用型保育
間伐）        　　　　692m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 6,265,574
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4717
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

製品生産事業請負代        
6,505m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月27日 57,154,893
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4718
青森県森林組合連合会
（青森市松原１丁目１６－２５）

苗木代　　　　　　　　　　　　　
５５，７００本

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年5月9日 6,755,017
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4719
（有）江口林業
（むつ市松原町７－１４）

造林事業請負代（造林活用型保育
間伐）　　　　　　　　　　　　　
　５６６ｍ３

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年5月19日 7,673,352
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4720
中島林業（株）
（むつ市脇野沢本村１６８）

造林事業請負代（造林活用型保育
間伐）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１，
４９３ｍ３

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年5月19日 10,859,875
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4721
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代（造林活用型保育
間伐）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１，
３０７ｍ３

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年5月19日 11,935,555
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4722
（株）東京堂
（むつ市小川町１丁目６－１）

コピーパフォーマンス代
分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年4月1日 1,943,869
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4723
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

製品生産事業請負代            
1,917m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月20日 15,842,745
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4724
（有）江口林業
（むつ市松原町７－１４）

製品生産事業請負代       725m3
分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月22日 8,837,211
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4725
（株）あすなろ青森支社
（青森市富田５丁目２３－１２）

製品生産事業検知業務請負代     
725m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月22日 1,019,484

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4726
（有）鈴木林業
（むつ市関根字北関根の内宮城４
６－２８）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　１８．７９ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月30日 2,656,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4727
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　１７．８３ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月30日 2,551,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4728
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　１３．８７ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月30日 2,005,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4729
杉本林業（株）
（むつ市川内町銀杏木６９）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
９．６３ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月30日 1,417,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4730
中島林業（株）
（むつ市脇野沢本村１６８）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　１３．
８４ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年6月30日 1,963,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4731
（有）相内グリーン産業
（青森県下北郡東通村白糠字前田
４４－１０９）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　４．５ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月12日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4732
（有）太田林業
（青森県下北郡佐井村佐井字古佐
井２７）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　　　７．２１ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月12日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4733
中島林業（株）
（むつ市脇野沢本村１６８）

製品生産事業請負代           
487m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月14日 5,495,011
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4734
下北地方森林組合
（むつ市金谷１丁目２－３２）

造林事業請負代下刈　　　　　　　
　　　　　　　９８７ｍ３

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月14日 7,667,817
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4735
斗南産業（株）
（むつ市中央２丁目１３－２２）

製品生産事業請負代             
1,051m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月14日 10,213,424
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4736
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

製品生産事業請負               
        5,991m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年7月14日 50,092,398
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4737
（有）江口林業
（むつ市松原町７－１４）

製品生産事業請負代             
 1,034m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月18日 9,424,506
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4738
（株）あすなろ青森支社
（青森市富田５丁目２３－１２）

製品生産事業検知業務請負代    
1,034m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月18日 1,545,020

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4739
（有）鈴木林業
（むつ市関根字北関根の内宮城４
６－２８）

造林事業請負代除伐　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　１５．
８４ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月29日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4740
杉本林業（株）
（むつ市川内町銀杏木６９）

造林事業請負代除伐　　　　　　　
　　　　　　　　　１５．７７Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月29日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4741
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代除伐　　　　　　　
　　　　　　９．８２ＨＡ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月29日 1,732,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4742
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

造林事業請負代除伐　　　　　　　
　　　　　　　　　１２．６６Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月29日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4743
（有）太田林業
（青森県下北郡佐井村佐井字古佐
井２７）

造林事業請負代除伐　　　　　　　
　　　　　　　　　　６．５８Ｈ
Ａ

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月29日 1,207,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4744
下北地方森林組合
（むつ市金谷１丁目２－３２）

製品生産事業請負代             
  140m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年9月21日 1,475,273
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4745
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

製品生産事業請負               
             109m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年10月11日 1,027,574
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4746
（有）江口林業
（むつ市松原町７－１４）

製品生産請負                   
          235m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年8月17日 2,853,306
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4747
（有）鈴木林業
（むつ市関根字北関根の内宮城４
６－２８）

造林事業請負代 除伐            
             12.97HA

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年10月26日 2,467,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4748
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代 除伐            
                  29.70HA

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年10月26日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4749
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

製品生産事業請負代             
815m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年11月17日 6,987,261
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4750
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

製品生産事業請負代             
                         851m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年11月24日 30,524,910
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4751
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

製品生産事業請負代             
                          
2,941m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年12月13日 4,396,196
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4752
斗南産業（株）
（むつ市中央２丁目１３－２２）

造林事業請負代 （造林費活用型
保育間伐）                     
    935m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年12月21日 7,672,193
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4753
（株）木島林業
（むつ市川内町高野川１９－１）

造林事業請負代 （造林費活用型
保育間伐）                     
            436m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成17年12月21日 2,837,618
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4754
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

素材運搬代                     
                    1,100m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成18年2月15日 1,813,906
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4755
大畑林業共同事業体
（むつ市大畑町筒万坂３６）

素材運搬代                     
   1,300m3

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成18年3月10日 2,385,597
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4756
青森県森林整備事業協同組合
（青森市駒込字桐の沢１２９－
１）

委託販売手数料　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
２１５．４４６ｍ３

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　上村　清
（青森県むつ市金曲1丁目４－６）

平成18年3月15日 1,108,469

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

4757
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３丁目７－
１）

盛岡森林管理署庁舎外電気料１年
分

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年4月1日 1,702,111
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



4758
エクナ（株）
（盛岡市中央通一丁目６－１３）

盛岡森林管理署庁舎用コピーレン
タル料ほか１年間

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年5月2日 1,301,580
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4759
（有）白椛林業
（岩手県岩手郡岩手町大字川口４
４－１５－２）

造林事業請負（下刈・除伐）　　
八幡平市松尾字前森国有林１４４
９林班外　56.02ha
自：17.06.14　至：17.08.31

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月13日 6,615,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4760
盛岡地区国有林材生産協同組合
（盛岡市菜園一丁目３ー６）

造林事業請負（除伐）      　　
盛岡市藪川字外山第一国有林２３
０林班外　21.54ha
自：17.06.14　至：17.07.29

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月13日 3,696,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4761
盛岡地区国有林材生産協同組合
（盛岡市菜園一丁目３ー６）

造林事業請負（除伐）
岩手郡岩手町字北上山国有林１０
４６ほ2林班外　20.33ha
自：17.06.14　至：17.08.29

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月13日 3,391,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4762
盛岡地区国有林材生産協同組合
（盛岡市菜園一丁目３ー６）

造林事業請負（下刈・除伐）
紫波郡紫波町字僧ヶ沢国有林５０
１林班外　43.21ha
自：17.06.14　至：17.08.31

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月13日 7,098,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4763
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

造林事業請負（除伐）
岩手郡雫石町字黒沢山国有林６５
３林班外　48.69ha
自：17.06.14　至：17.09.20

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月13日 8,610,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4764
（有）白椛林業
（岩手県岩手郡岩手町大字川口４
４－１５－２）

造林事業請負（製品生産）
盛岡市玉山区字姫神岳国有林６８
へ2林班外　1,109m3
自：17.06.16　至：17.09.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月15日 7,941,241
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4765
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

造林事業請負（製品生産）
岩手郡雫石町字矢櫃山国有林６０
４い1林班外　1,550m3
自：17.06.16　至：17.10.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月15日 13,168,568
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4766
（株）昭林
（盛岡市南大通二丁目１０－２
８）

造林事業請負（製品生産）
盛岡市藪川字外山第一国有林２７
４ろ3林班外　1,688m3
自：17.06.16　至：17.09.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年6月15日 9,310,659
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4767
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

造林事業請負（製品生産）
雫石町南畑字高松山国有林６４１
へ1林班外　590m3
自：17.07.22　至：17.11.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年7月21日 4,573,183
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4768
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

造林事業請負（製品生産）
雫石町御明神字取染山国有林７２
２ろ林班外　 971m3
自：17.08.05　至：17.11.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年8月4日 8,502,234
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4769
（有）白椛林業
（岩手県岩手郡岩手町大字川口４
４－１５－２）

造林事業請負（製品生産）
岩手町沼宮内字金沢山国有林１０
０３ち2林班外　 202m3
自：17.09.08　至：17.11.30

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年9月7日 1,978,941
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4770
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

造林事業請負（製品生産）
紫波郡紫波町字峠国有林５１９ろ
1林班外　 253m3
自：17.09.08　至：17.11.31

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年9月21日 1,799,520
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4771
盛岡地区国有林材生産協同組合
（盛岡市菜園一丁目３ー６）

造林事業請負（本数調整伐）
盛岡市藪川字外山第一国有林３６
１ろ2林班外　 5.54ha
自：17.11.08　至：17.12.10

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長　志間俊弘
（盛岡市北山二丁目2－40）

平成17年11月7日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4772
寒河江市収入役
（寒河江市中央1丁目９－４５）

山形森林管理署　　庁舎敷等　借
上料金

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年4月1日 3,505,520
当庁舎は、借り上げにより運営しているところであ
り、競争を許さない状況から会計法29条の３第4項
に該当

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4773
東北電力（株）
（仙台市青葉区１番町３丁目７番
１号）

山形森林管理署外電気料金
分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年4月1日 1,175,841
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4774 山形総合合宿所（松籟荘）委託料
分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年4月1日 2,024,664
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4775
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負（下刈外）山形県西
村山郡朝日町大字立木外５字朝日
岳外５４国有林８林班よ小班外　
（下刈48.50ha地拵・植付
8.38ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年5月23日 9,870,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4776
西村山地方森林組合
（山形県西村山郡西川町大字海味
7番地２）

造林事業請負（下刈外）山形県西
村山郡西川町大字大井沢字中山外
２１国有林９０林班や1小班外　
（下刈45.16ha地拵・植付
6.71ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年5月31日 10,290,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4777
北村山森林組合
（尾花沢市大字尾花沢１７２３－
３）

造林事業請負（下刈作業）山形県
北村山郡大石田町大字大浦字外山
外１国有林１０２８林班あ小班外　
（下刈65.32ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年6月23日 8,652,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4778
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負（植付外）山形県西
村山郡西川町大字中山外２１国有
林９０林班や5小班外　（除伐
30.15ha地拵・植付3.81ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年8月24日 8,295,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4779
北村山森林組合
（尾花沢市大字尾花沢１７２３－
３）

造林事業請負（植付外）山形県村
山市大字山の内字畑ヶ沢外１国有
林１０１４林班か1小班外　（地
拵・植付2.61ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年9月7日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4780
西村山地方森林組合
（山形県西村山郡西川町大字海味
7番地２）

造林事業請負（植付外）山形県西
村山郡西川町大字中山外２１国有
林９０林班や4小班外　（除伐
10.17ha地拵・植付2.39ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年9月7日 3,885,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4781
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負（保育間伐）山形県
山形市大字神尾外２長峰外１６国
有林２３２林班と小班外　（保育
間伐12.20ha・6265本・
511.56m3）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年11月29日 2,279,550
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4782
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負（マツクイムシ伐倒
駆除）山形県山形市大字前田外１
字千歳山外５国有林２３０林班い
小班外　（371本・230.19m3）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年12月6日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4783
西村山地方森林組合
（山形県西村山郡西川町大字海味
7番地２）

造林事業請負（マツクイムシ伐倒
駆除）山形県上山市大字鶴脛字経
塚外10国有林２５７林班ま小班外　
（1767本・520.94m3）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年12月7日 11,760,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4784
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
１４７－１）

造林事業請負（除伐Ⅱ類）山形県
上山市高松字日向山外２国有林２
５５林班い1小班外　（46.53ha）

分任支出負担行為担当官　山形森
林管理署長　井上幹博　（山形県
寒河江市元町１丁目１７番２）

平成17年6月23日 8,469,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4785
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３丁目７－
１）

電気料

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年4月1日 1,305,996
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4786
岩手ゼロックス（株）
（盛岡市菜園一丁目１１番３号）

カラー複写機使用料
１台
自：17.4.1  至：18.3.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年4月1日 1,749,822
当初入札により決定し、翌年度からは同等品を他社
から購入するのに比べ設置料等を考慮すると現契約
者と継続することが明らかに有利なため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4787
岩手県山林種苗協同組合
（盛岡市中央通三丁目１５番１７
号）

スギ苗木  76900本
ケヤキ苗木　600本

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 8,990,495
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4788
花巻市森林組合
（花巻市花城町２－２１）

造林事業請負（除伐作業）　　　　
１６．０６HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4789
東磐井地方森林組合
（岩手県東磐井郡大東町摺沢字百
目木１６５－７）

造林事業請負（地拵・植付・下刈
作業）
２０．１９HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4790
水沢地方森林組合
（岩手県胆沢郡衣川村日向６０－
２）

造林事業請負（地拵・植付・下刈
作業）
２１．９９HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4791
湯田地区国有林材生産協同組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋３
３－３－１）

造林事業請負（地拵・植付・下
刈・除伐作業）
１０．４７HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4792
（有）高橋木材
（北上市和賀町岩崎新田２－１９
８－２）

造林事業請負（地拵・植付・下
刈・除伐作業）
１８．４８HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 5,355,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4793
沢内村森林組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋２
９－２－５４）

造林事業請負（地拵・下刈・除伐
作業）
５．０８HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4794
一関地方森林森林組合
（一関市赤荻字槻本２９０）

造林事業請負（地拵・植付・下刈
り作業）
１４．７３HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 5,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4795
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（地拵・植付・下
刈・除伐作業）
６４．７７HA

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 13,965,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4796
東磐井地方森林組合
（岩手県東磐井郡大東町摺沢字百
目木１６５－７）

造林事業請負（衛生伐）　　８６
本　　６５．７３ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4797
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（衛生伐）
３０６本　　８８．０９ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年5月13日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4798
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（製品生産）
立石２２１い２林小班外
１２０１ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年6月16日 9,188,189
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4799
沢内村森林組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋２
９－２－５４）

造林事業請負（製品生産）
長橋１１１０ほ２林小班外
５６５ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年6月16日 5,943,554
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4800
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

製品生産事業請負
猫丁山２２７ほ１林小班
５８５ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年6月16日 3,936,345
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4801
沢内村森林組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋２
９－２－５４）

造林事業請負（製品生産）
長橋１２０８に１林小班外
１４４１ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年8月19日 12,658,909
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4802
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（製品生産）
東前川山５５ろ林小班外
１４８５ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年8月19日 8,741,667
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4803
湯田地区国有林材生産協同組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋３
３－３－１）

造林事業請負（製品生産）　　　　
花巻越山１０９２い１林小班外　　
　４６６ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年8月29日 4,396,870
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4804
湯田地区国有林材生産協同組合
（岩手県和賀郡沢内村大字猿橋３
３－３－１）

造林事業請負（保育間伐、緑の回
廊）　６．７４ＨＡ
草井沢１３３２い１１林小班

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年9月14日 1,396,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4805
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（製品生産）
須川岳２３２と７林小班外
６８１ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年9月20日 4,170,924
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4806
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（衛生伐）
土森堂２１６ろ２林小班外
１５０本　　１１４．８２ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年10月26日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4807
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

造林事業請負（衛生伐）
鳥鳴田山７０１ろ林小班外
４２４本　　６４．４９ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年11月15日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4808
東磐井地方森林組合
（岩手県東磐井郡大東町摺沢字百
目木１６５－７）

造林事業請負（衛生伐）
前田野大住２６０ろ林小班外
１０８本　　６９．４９ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年11月15日 1,186,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4809
東磐井地方森林組合
（一関市大東町摺沢字百目木１６
５－７）

製品生産事業請負
前田野大住２６０く林小班
４５５ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年12月14日 4,524,765
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4810
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

下滝沢治山工事（本数調整伐）
葛丸川山６１６ろ４林小班外
１１．９０ＨＡ

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成18年3月7日 3,748,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4811
岩手南部国有林材生産協同組合
（花巻市大通り１丁目１５－２
５）

北豊沢山治山工事（下刈）
北豊沢山５６６ろ１林小班外
２４．４７ＨＡ

分任支出負担行為担当官　　　　　
岩手南部森林管理署長　福士　始　
（岩手県奥州市水沢区東上野町１
２－１７）

平成17年6月29日 3,307,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4812
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

明許繰越分＊　後谷地地区保安林
改良工事（本数調整伐）　１８ｈ
ａ　１１１２ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
　米代西部森林管理署長　北本　
浩　　　　　　　（秋田県能代市
御指南町３－４５）

平成17年4月1日 16,380,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4813
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

能代地区保安林改良工事（下刈）　
１７３ｈａ

分任支出負担行為担当官　　　　　
　米代西部森林管理署長　北本　
浩　　　　　　　（秋田県能代市
御指南町３－４５）

平成17年6月1日 22,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4814
米代西部林業協同事業体
（秋田県山本郡二ツ井町字五千苅
５０－１）

後谷地地区保安林改良工事(本数
調整伐）５．４１ｈａ　２７８ｍ
３

分任支出負担行為担当官　　　　　
　米代西部森林管理署長　北本　
浩　　　　　　　（秋田県能代市
御指南町３－４５）

平成17年11月21日 4,179,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4815
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３丁目７－
１）

電気料　本署・森林事務所電気料
金
山形県西置賜郡小国町大字岩井沢
５８１－４５外
自：17.4.1　至：18.3.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年4月1日 1,238,198
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4816

深山寮運営業務委託料
山形県西置賜郡小国町大字緑町４
丁目３２－２
自：17.4.1　至：18.3.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年4月1日 1,915,094
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4817
小国町森林組合
（山形県西置賜郡小国町大字小国
小坂町２丁目５７番地）

造林事業請負   下刈作業32.79ha
山形県西置賜郡小国町大字越中里
字蕨野国有林18る5外32
自：17.6.21　至：17.7.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年6月20日 4,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4818
小国町森林組合
（山形県西置賜郡小国町大字小国
小坂町２丁目５７番地）

造林事業請負
地拵・植付作業3.46ha、除伐作業
40.22ha
山形県西置賜郡小国町大字滝野沢
国有林38の外23
自：17.9.2　至：17.11.20

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年9月1日 10,353,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4819
西置賜ふるさと森林組合
（山形県西置賜郡飯豊町大字椿２
８８８－２６）

造林事業請負
地拵・植付作業4.95ha、除伐作業
29.56ha
山形県西置賜郡小国町大字大沢外
6国有林88お6外16
自：17.9.2　至：17.11.20

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年9月1日 9,870,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4820
山和建設（株）
（山形県西置賜郡小国町大字町原
９３－１）

古田林道改良工事
路盤工外22ｍ
山形県西置賜郡小国町大字古田字
市野沢入511の1国有林41林班
自：17.9.28　至：17.12.16

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年9月27日 3,990,000
現に履行中の業者に引き続き施工する工事であり、
工期短縮、経費縮減等が有利と認められるため。
（会計法第29条の3第4項、第102条の4第4号イ）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4821
小国町森林組合
（山形県西置賜郡小国町大字小国
小坂町２丁目５７番地）

緑の回廊抜伐り請負
抜伐り作業3.90ha
山形県西置賜郡小国町大字折戸字
大石沢国有林20お2外1
自：17.11.1　至：17.12.9

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年10月31日 1,176,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4822
小国町森林組合
（山形県西置賜郡小国町大字小国
小坂町２丁目５７番地）

カシノナガキクイムシ被害木駆除 
  被害木ドリル穴あけ薬剤注入作
業ナラ108本
山形県西置賜郡小国町大字金目字
脇ノ沢342国有林37つ外24
自：17.11.30　至：17.12.20

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年11月30日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4823
小国町森林組合
（山形県西置賜郡小国町大字小国
小坂町２丁目５７番地）

造林事業請負
除伐Ⅱ類作業12.84ha
山形県西置賜郡小国町大字石滝外
2字足駄山外4国有林6ほ6外7
自：17.12.8　至：18.1.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年12月8日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4824
西置賜ふるさと森林組合
（山形県西置賜郡飯豊町大字椿２
８８８－２６）

米沢地区保安林改良工事
下刈作業47.39ha
山形県米沢市大字板谷字産ヶ沢国
有林202き外13
自：17.6.21　至：17.7.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年6月20日 5,901,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4825
（株）日本海水
（東京都中央区日本橋大伝馬町１
０番６号）

蟹ヶ沢（濁水処理）治山工事
READ-As再生1600㍑
山形県米沢市大字板谷漬場沢国有
林205ら
自：17.11.23　至：17.12.22

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年11月22日 4,725,000
特殊な技術を有する工法であり、特定の者に限られ
るため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

4826
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町３丁目７－
１）

電気料
地すべり対策工強制排水電気料金
山形県米沢市板谷字清六平国有林
205林班地内
自：17.4.1　至：18.3.31

分任支出負担行為担当官　置賜森
林管理署長　小林　栄昌　（山形
県西置賜郡小国町大字岩井沢５８
１－４５）

平成17年4月1日 5,608,806
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4827
青森地区林業共同事業体
（青森市大字戸門字見通28-11）

野内川第二治山工事請負　       
   保安林改良工事　除伐28.13ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年4月1日 4,962,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4828
青森地区林業共同事業体
（青森市大字戸門字見通28-11）

貴船川治山工事請負　　　　　　　
　　　　　　　保安林改良工事　
下刈24.99ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年4月1日 3,516,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4829
青森地区林業共同事業体
（青森市大字戸門字見通28-11）

久栗坂第二治山工事
奥地保安林保全緊急対策事業　本
数調整伐19.08ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年9月22日 4,389,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4830
（株）牧野組
（青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩
新町83-3）

中浜治山工事請負　完成払   　　
平成17年10月24日～平成18年3月
10日　　　　法枠吹付工１１８５
m2外

分任支出負担行為担当官　　　　　
青森森林管理署長　　　　　　　　
下平　敦　　　　　　　　　　　　
（青森市篠田三丁目22-16）

平成17年10月24日 40,215,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4831
雫石地区国有林材生産協同組合
（岩手県岩手郡雫石町寺の下４７
－１）

雫石地区治山工事（下刈外）
盛岡市猪去字三助山国有林６０２
は2林小班外　20.76ha
自：17.03.11　至：17.08.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
盛岡森林管理署長　志間俊弘　　　
　　　　　（盛岡市北山二丁目2－
40）

平成18年3月10日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4832
（有）白椛林業
（岩手県岩手郡岩手町大字川口４
４－１５－２）

松尾地区治山工事（下刈）
岩手郡松尾字前森国有林１４４３
い5林小班外　24.21ha
自：17.03.11　至：17.07.29

分任支出負担行為担当官　　　　　
盛岡森林管理署長　志間俊弘　　　
　　　　　（盛岡市北山二丁目2－
40）

平成18年3月10日 3,570,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4833
盛岡地区国有林材生産協同組合
（盛岡市菜園１丁目３－６）

白井川第一治山工事（本数調整
伐）　　　　　　　　　　盛岡市
藪川字町村山国有林８２林小班外　
11.69ha
自：17.08.31　至：17.11.22

分任支出負担行為担当官　　　　　
盛岡森林管理署長　志間俊弘　　　
　　　　　（盛岡市北山二丁目2－
40）

平成17年8月30日 4,410,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4834
米代南部林業共同事業体
（北秋田市米内沢字中道岱８１）

造林事業請負　地拵・植付１５．
０９ＨＡ　除伐２４．１４ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長　　　　
　村岡康博　（秋田県北秋田郡上
小阿仁村沖田面字野中４８４－
２）

平成17年9月2日 16,884,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4835
昭栄木材（株）
（秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田
面字長根沢下川原４－１）

造林事業請負　保育間伐２０．１
７ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長　　　　
　村岡康博　（秋田県北秋田郡上
小阿仁村沖田面字野中４８４－
２）

平成17年11月30日 3,381,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4836
大館北秋田森林組合
（北秋田市脇神字佐助岱２７－
２）

小阿仁地区Ⅲ保安林改良工事　上
小阿仁村小阿仁奥山国有林６６よ
外３２
自：１７．３．１５　至：１７．
７．３０　下刈５１．８１ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長　　　　
　村岡康博　（秋田県北秋田郡上
小阿仁村沖田面字野中４８４－
２）

平成18年3月14日 6,855,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4837
米代南部林業共同事業体
（北秋田市米内沢字中道岱８１）

五反沢地区保安林改良工事　　　
上小阿仁村小沢田外６国有林１０
２に２外２３　自：１７．６．９　
至：１７．８．５　下刈５７．７
４ＨＡ

分任支出負担行為担当官米代東部
森林管理署上小阿仁支署長　　　　
　村岡康博　（秋田県北秋田郡上
小阿仁村沖田面字野中４８４－
２）

平成17年6月8日 8,210,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4838
山田建設（株）
（青森県三戸郡萬部町大字剣吉字
上町２８）

太古沢第二治山工事
鋼製組立網床固工ほか
青森県三戸郡新郷村戸来岳国有林
６２０林班内
２．２～３．１７

分任支出負担行為担当官　　　　　
三八上北森林管理署長　 　     　
岡田　力男　　　　　　　　　　
（青森県十和田市西二番町１－２
７）

平成18年1月12日 9,135,000

当該工事は、現在施工中の工事に密接に関連する工
事であり、現施工者に履行させることにより、工期
の短縮、経費の節減、安全かつ円滑な工事実施の確
保等について有利と認められるため。(会計法29条
の3第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4839
（有）大村林業
（岩手県気仙郡住田町世田米字子
飼沢２０）

小坪山治山工事　　本数調整伐　 
 ２１.５５Hａ

分任支出契約担当官　農林水産省　
東北森林管理局　三陸中部森林管
理署長　福本嗣久（岩手県大船渡
市盛町字宇津野沢７－５）

平成17年10月20日 4,599,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4840
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

土倉沢第二地区保安林改良工事
岩手県遠野市附馬牛町薬師国有林
92る10林小班外
自3月8日　至7月30日
下刈　45.40ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成18年3月7日 6,352,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4841
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

西内治山工事
岩手県遠野市土淵町東恩徳国有林
64ろ3林小班外
自9月23日　至11月30日
本数調整伐　16.47ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年9月22日 4,987,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4842
遠野地区国有林材生産協同組合
（遠野市東穀町5番42号）

高津沢第三治山工事
岩手県遠野市小友町小友第一国有
林221ろ2林小班外
自9月23日　至11月30日
本数調整伐　29.83ha

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長
佐々木廣一
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成17年9月22日 7,717,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4843
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
147-1）

酒田海岸（Ⅴ）治山工事    　　　
　　　　　　本数調整伐
山形県酒田市大字北千日堂前字松
境外1国有林1122林班外
自17.3.16～至17.6.20

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成18年3月15日 12,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4844
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市牛島西二丁目11-14）

酒田海岸治山工事　　　　　　　　
　　　　　　砂草追肥
山形県酒田市大字浜中字分散山外
2国有林1132林班外
自17.6.10～至17.8.31

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月9日 6,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4845
酒田森林組合
（酒田市大字浜中字八間山858-
76）

酒田海岸（Ⅱ）治山工事　　　下
刈
山形県酒田市大字浜中字分散山外
2国有林1132林班外
自17.6.18～至17.8.31

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年6月17日 2,782,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4846
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市牛島西二丁目11-14）

酒田海岸（Ⅲ）治山工事
砂草植栽
山形県酒田市大字浜中字分散山外
2国有林1132林班外
自17.9.27～至17.12.9

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年9月26日 4,021,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4847
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市牛島西二丁目11-14）

酒田海岸（Ⅳ）治山工事　　　　　
ｸﾛﾏﾂ植栽
山形県酒田市大字浜中字分散山国
有林1132林班
自17.12.27～至18.3.25

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成17年12月26日 3,895,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4848
山形県林業共同事業体
（山形県最上郡真室川町大字新町
147-1）

西浜地区治山工事
本数調整伐
山形県飽海郡遊佐町比子字白木外
4国有林1140林班外
自18.2.4～至18.3.25

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成18年2月3日 30,975,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4849
（株）あすなろ秋田支社
（秋田市牛島西二丁目11-14）

西浜地区（Ⅱ）治山工事
ｸﾛﾏﾂ植栽
山形県飽海郡遊佐町比子字白木外
4国有林1140林班外
自18.2.18～至18.3.25

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成18年2月17日 8,925,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4850
酒田森林組合
（酒田市大字浜中字八間山858-
76）

酒田海岸（Ⅴ）治山工事
ｸﾛﾏﾂ植栽
山形県酒田市浜中字分散山外2国
有林1134林班外
自18.3.15～至18.3.25

分任支出負担行為担当官　庄内森
林管理署長　竹内　正比古（山形
県鶴岡市末広町23-37）

平成18年3月14日 9,240,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4851
秋田市収入役
（秋田市山王１－１－１）

市有財産貸付契約秋田市柳田字扇
ノ沢６１－２　22,991.40m2

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成18年2月25日 2,078,790
契約の性質上、特定の者に限定され競争を許さな
い。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4852
東北電力（株）
（仙台市青葉区一番町三丁目７－
１）

電気料金

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年4月1日 2,001,015
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4853
秋田中央森林組合
（秋田市千秋矢留町２－４０）

造林事業請負契約　（秋田県秋田
市仁別字仁別沢国有林45林班よ1
小班外）地拵4.11ha 植付4.11ha  
              　自：H17.5.26　
至：H17.6.24

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年5月25日 5,460,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4854
仙北西森林組合
（大仙市大曲上栄町１１－６）

造林事業請負契約　（秋田県大仙
市協和大字船岡字小黒川国有林
2001林班と1小班外）地拵6.12ha 
植付6.12ha　下刈32.64 ha       
          自：H17.5.26至：
H17.7.29

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年5月25日 12,810,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4855
子吉雄物川流域林業共同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

造林事業請負契約　（秋田県仙北
市田沢湖大字岡崎字院内山国有林
1122林班そ小班外）地拵6.20ha 
植付6.20ha 下刈308.85ha        
                自：H17.5.26　
至：H17.7.29

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年5月25日 47,502,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4856
（有）佐々木製材所
（秋田市字堂ノ下２５）

仁別貯木場敷地内廃棄物処理 
自：H17.6.24至：H17.7.1　　廃

棄物（木屑）　７０m
3

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年6月23日 1,396,500
現に履行中の契約（素材巻立）に直接関係あること
から会計法第２９条の３第４項　予決令第１０２条
の４第４号イに該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

4857
秋田中央森林組合
（秋田市千秋矢留町２－４０）

造林事業請負契約　（秋田県秋田
市上新城小又字小又沢国有林53林
班ほ10小班外）地拵5.96ha 植付
5.96ha  　　　　　　　　　　　　
　自：H17.8.26　至：H17.10.5

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年8月25日 8,064,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4858
子吉雄物川流域林業共同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

造林事業請負契約 （秋田県仙北
市田沢湖大字潟字大沢国有林1163
林班よ小班外）　地拵29.27ha 植
付29.27ha 除伐19.56ha　　　　　
　　　　　　　　　　　自：
H17.8.26　至：17.10.28

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年8月25日 38,640,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4859
仙北素材生産事業協同組合
（仙北市田沢湖生保内字下高野６
１）

造林事業請負契約（秋田県大仙市
協和荒川字牛沢又沢国有林2092林
班た小班外2)  保育間伐　10ha 　
　　　　　　　　　　　　　　　
　自：H17.11.2至：H17.12.22

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年11月21日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4860
仙北西森林組合
（大仙市大曲上栄町１１－６）

造林事業請負契約（秋田県仙北市
田沢湖卒田字大影小影国有林1158
林班は1小班）松くい虫被害伐倒
駆除39.34ｍ3
自：H17.12.2至：H17.12.26

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年12月1日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4861
秋田中央森林組合
（秋田市千秋矢留町２－４０）

秋田地区治山工事(秋田県秋田市
仁別字砥沢国有林32林班は1小班
外）　下刈43.55ha
自：H17.5.26 至：H17.7.29

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年5月25日 6,006,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4862
子吉雄物川流域林業共同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

丸子地区治山工事 (秋田県仙北郡
美郷町六郷東根字潟尻国有林2205
林班れ1小班外）下刈2.53ha　除
伐4.98ha　本数調整伐19.65ha　　
　　　　　　　　自：H17.5.26 
至：H17.9.30

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年5月25日 5,754,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4863
子吉雄物川流域林業共同事業体
（秋田市楢山南新町下丁５３－
５）

秋田地区Ⅱ治山工事　（秋田県秋
田市仁別字仁別沢国有林36林班よ
小班外）
本数調整伐17.31ha
自：H17.11.30　至：H17.12.28

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年11月29日 3,822,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4864
（株）斉藤組
（仙北市角館町雲然上町屋８０－
１）

鶴ノ湯（Ⅱ）治山工事 雪崩防止
柵　（秋田県仙北市田沢湖田沢字
先達沢国有林3050林班
自：H17.12.9　至：H18.3.24

分任支出負担行為担当官　秋田森
林管理署長　小野順一郎  （秋田
県秋田市河辺和田字和田１５６－
３）

平成17年12月8日 2,814,000
現に履行中の工事に直接関係あることから会計法第
２９条の３第４項,予決令第１０２条の４第４号イ

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4865
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
つる切　20.34ha
除伐　10.36ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4866
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
衛生伐　0.19ha  73m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年12月7日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4867
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
下刈　40.75ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月13日 5,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4868
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
地拵　7.65ha
植付　7.65ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月21日 7,980,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4869
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

大洲地区環境防災林整備事業
下刈　11.20ha
除伐　3.90ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年5月30日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4870
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

天明保安林改良事業
本数調整伐　423m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年11月14日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4871
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

北畑保安林改良事業
本数調整伐　304m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月27日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4872
（株）橋本組
（福島県双葉郡楢葉町大字井出字
木屋１７６）

箒平資材運搬路第三工区新設工事
福島県双葉郡広野町大字上浅見川
字五社森国有林750わ2
自：17.12.1
至：18.2.28

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年12月1日 17,797,500

この工事は、現に履行中の工事に直接関連する契約
であり、現に履行中の契約者以外の者に履行させる
ことが不利であり、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4873
（株）橋本組
（福島県双葉郡楢葉町大字井出字
木屋１７６）

箒平資材運搬路第二工区新設工事
福島県双葉郡広野町大字上浅見川
字五社森国有林750わ2
自：17.7.5
至：17.12.15

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年7月5日 10,059,000

この工事は、現に履行中の工事の延長工事で、現に
履行中の工事に直接関連する契約であり、現に履行
中の契約者以外の者に履行させることが不利である
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

4874
いわき市森林組合　
（いわき市平字正内町１０７－
３）

造林請負事業
特別防除薬剤調合・積込
スプレー式　23,467㍑
ガンノズル式　2,146㍑

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月8日 6,300,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4875
アカギヘリコプター（株）
（前橋市下阿内町３７７－２）

造林請負事業
松くい虫特別防除
スプレー式　26.20ha（２回散
布）
ガンノズル式　3.27ha（２回散
布）

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月8日 1,911,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4876
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

造林請負事業
つる切　21.49ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4877
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

造林請負事業
衛生伐　293m3  0.66ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月27日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4878
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

造林請負事業
衛生伐　201m3  5.69ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年12月7日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4879
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

造林請負事業
下刈　247.30ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月13日 29,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4880
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

造林請負事業
地拵　45.46ha
植付　45.46ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月21日 47,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4881
双葉地方森林組合　
（福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ
浜字市ノ沢９５－１）

大坂保安林改良事業
除伐　29.73ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 6,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4882
相馬地方森林組合　
（原町市錦町１－３４）

造林請負事業
特別防除薬剤調合・積込
スプレー式　3,168㍑
ガンノズル式　1,570㍑

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月8日 1,134,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4883
朝日航洋（株）
（東京都豊島区南池袋２－４９－
４）

造林請負事業
松くい虫特別防除
スプレー式　195.56ha（２回散
布）
ガンノズル式　4.47ha（２回散
布）

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月8日 4,725,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4884
日立キャピタル（株）
（東京都港区西新橋２丁目１５－
１２）

複写機賃貸借料

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月1日 1,644,924

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4885
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
5,730m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年8月4日 29,492,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4886
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
550m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成18年1月23日 7,097,996
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4887
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
1,620m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成18年2月6日 1,615,950
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4888
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
つる切　10.58ha
除伐　19.59ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4889
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
つる切　65.22ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4890
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
衛生伐　8.90ha   653m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年12月7日 7,980,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4891
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
下刈　401.27ha
薬剤散布　6.00ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月13日 51,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4892
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
下刈　341.61ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月13日 38,430,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4893
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
下刈　82.00ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月13日 9,870,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4894
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
除伐　56.93ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年9月13日 13,020,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4895
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
5,730ｍ３

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年8月4日 25,858,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4896
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
5,610ｍ３

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月27日 24,362,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4897
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
地拵　82.13ha
植付　82.13ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月21日 86,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4898
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
地拵　46.66ha
植付　46.66ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月21日 49,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4899
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
地拵　4.02ha
植付　4.02ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月21日 4,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4900
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
誘導伐　2,720m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年8月4日 32,537,298
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4901
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
保育間伐　3,411m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年8月4日 40,761,875
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4902
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
高齢級間伐　785m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年4月27日 8,870,611
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4903
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

製品生産請負事業
5,610m3

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年11月11日 33,897,432
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4904
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

井出保安林改良事業
除伐　40.49ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年12月21日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4905
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

合磯保安林改良事業
本数調整伐　279.00ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年6月27日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4906
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

差塩地区保安林改良事業
除伐　110.11ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年5月10日 22,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4907
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

四時保安林改良事業
本数調整伐　451.09ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年11月14日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4908
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

室原保安林改良事業
本数調整伐　490.20ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年11月14日 1,218,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4909
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

和田城保安林改良事業
本数調整伐　584.73ha

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
山部　哲経
（福島県いわき市四倉町字東２－
１７０－１）

平成17年11月14日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4910
（有）佐藤林業
（会津若松市湊町大字原字高坂１
５３）

安佐野入地区（Ⅰ工区）奥地保安
林保全緊急対策事業
本数調整伐  25.01ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年10月11日 4,725,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4911
（有）佐藤林業
（会津若松市湊町大字原字高坂１
５３）

安佐野入地区奥地保安林保全緊急
対策事業
本数調整伐  25.24ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月30日 3,234,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4912
（有）熱海グリーン産業
（郡山市熱海町安子島字竹ノ内１
４４）

造林請負事業
下刈　18.80ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 2,173,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4913
（有）熱海グリーン産業
（郡山市熱海町安子島字竹ノ内１
４４）

造林請負事業
地拵  5.01ha
植付  5.01ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月28日 4,170,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4914
（有）熱海グリーン産業
（郡山市熱海町安子島字竹ノ内１
４４）

熱海地区保安林改良事業
除伐  5.80ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年5月10日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4915
（有）武田林産
（二本松市小関１０５）

造林請負事業
下刈　17.70ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 2,082,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4916
松山林業（有）
（相馬市東玉野字町裏１３９－
１）

造林請負事業
下刈　19.29ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 1,866,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4917
松山林業（有）
（相馬市東玉野字町裏１３９－
１）

造林請負事業
地拵  10.06ha
植付  10.06ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月28日 5,559,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4918
田村森林組合　
（田村市船引町船引字南町通１５
１）

造林請負事業
下刈　25.76ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4919
田村森林組合　
（田村市船引町船引字南町通１５
１）

造林請負事業
保育間伐  701ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年8月24日 9,245,883
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4920
田村森林組合　
（田村市船引町船引字南町通１５
１）

造林請負事業
誘導伐  1,377ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年8月24日 13,714,125
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4921
田村森林組合　
（田村市船引町船引字南町通１５
１）

造林請負事業
地拵  4.41ha
植付　4.41ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月28日 2,900,100
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4922
田村森林組合　
（田村市船引町船引字南町通１５
１）

造林請負事業
下刈  27.34ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 3,076,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4923
田村東部森林組合
（福島県田村郡小野町大字小野新
町字中通３４）

造林請負事業
保育間伐  202ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年9月13日 2,221,817
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4924
田村東部森林組合
（福島県田村郡小野町大字小野新
町字中通３４）

造林請負事業
誘導伐  249ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年10月5日 2,992,639
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4925
田村東部森林組合
（福島県田村郡小野町大字小野新
町字中通３４）

造林請負事業
地拵  3.53ha
植付  3.53ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月28日 3,890,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4926
都路村森林組合
（田村市都路町古道字戸田平１１
２－１）

造林請負事業
下刈  10.17ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 1,375,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4927
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
保育間伐  1,060ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年8月24日 12,575,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4928
磐城流域管理林業協同組合
（いわき市岩間町川田５５）

造林請負事業
誘導伐  446ｍ3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年8月24日 4,797,678
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4929
福島リコピー販売（株）
（福島市鎌田字卸町２１―２）

電子複写機保守管理料

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月1日 1,138,518

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4930
福島林業土木共同事業体　代表　
吾妻造林（有）
（福島市町庭坂字湯町１７）

造林請負事業
下刈  49.44ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月29日 5,729,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4931
福島林業土木共同事業体　代表　
吾妻造林（有）
（福島市町庭坂字湯町１７）

造林請負事業
地拵  4.69ha
植付  4.69ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年4月28日 3,370,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4932
福島林業土木共同事業体　代表　
吾妻造林（有）
（福島市町庭坂字湯町１７）

つちゆ地区保安林改良事業（Ⅲ工
区）
刈払  11.35ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年10月27日 1,627,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4933
福島林業土木共同事業体　代表　
吾妻造林（有）
（福島市町庭坂字湯町１７）

摺上川上流保安林改良事業
本数調整伐  2.99ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年6月30日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4934
福島林業土木共同事業体　代表　
吾妻造林（有）
（福島市町庭坂字湯町１７）

茂庭地区（Ⅱ）保安林改良事業
除伐  6.77ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
由田　幸雄
（福島県福島市野田町７－１０－
４）

平成17年5月10日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4935
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

製品生産請負事業
2,556m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月15日 20,771,611
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4936
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

製品生産請負事業
1,413m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月11日 13,805,635
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4937
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

製品生産請負事業
1,033m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年11月24日 10,276,990
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4938
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

製品生産請負事業
626m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年10月24日 5,740,578
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4939
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
下刈  89.53ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年6月21日 10,710,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4940
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
下刈  94.86ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年6月21日 12,117,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4941
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保護伐  1,310m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成18年1月26日 1,312,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4942
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
誘導伐  1,700m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月8日 14,366,906
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4943
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
地拵  24.99ha
植付　24.99ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月26日 18,291,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4944
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
地拵  11.53ha
植付　11.53ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月26日 12,306,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4945
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保育間伐  1,281m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年10月6日 16,012,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4946
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保育間伐  1,004m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年9月27日 12,563,419
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4947
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保護伐  772m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年7月13日 7,777,466
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4948
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
衛生伐  79m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月26日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4949
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
除伐  0.77ha
保育間伐  11.42ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月26日 2,331,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4950
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保育間伐  31m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月26日 5,901,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4951
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保育間伐  609m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月25日 8,380,610
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4952
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保護伐  614m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月16日 5,325,139
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4953
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
受光伐  967m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年9月12日 9,177,743
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4954
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保護伐  1,022m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年11月16日 10,973,471
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4955
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

造林請負事業
保護伐  729m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年11月24日 5,140,596
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4956
いしかわ林業協同組合　
（福島県石川郡石川町屋敷ノ入
５）

国有林保安林改良事業
除伐  11.77ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年5月10日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4957
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
827m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月15日 6,930,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4958
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
204m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月25日 2,183,390
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4959
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
552m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月15日 4,674,714
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4960
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
161m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月25日 1,715,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4961
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
下刈  103.68ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年6月21日 12,411,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4962
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
保育間伐  710m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月8日 8,408,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4963
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
地拵  22.78ha
植付　22.78ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年4月26日 12,411,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4964
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
保育間伐  162m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年9月27日 2,062,702
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4965
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
除伐  4.12ha
保育間伐  47.39ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年12月26日 7,875,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4966
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
保育間伐  172m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月25日 2,243,078
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4967
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
保護伐  236m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年8月25日 2,258,189
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4968
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

造林請負事業
保護伐  430m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年11月24日 3,789,745
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4969
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
703m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年9月27日 6,700,875
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4970
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

製品生産請負事業
433m3

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年7月25日 3,179,487
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4971
白河地方林業協同組合
（白河市会津町２６－２２）

旗宿地区国有林保安林改良事業
除伐  18.72ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長
丹藤　卓司
（福島県白河市郭内１２８－１）

平成17年5月10日 3,528,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4972
（有）共和林業
（福島県南会津郡下郷町大字大内
字沼山４８８）

大戸外３地区保安林改良事業
除伐　6.44ｈa

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年5月10日 1,113,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4973
（有）佐藤林業
（会津若松市湊町大字原字高坂１
５３）

東山外１地区保安林改良事業 
除伐　6.85ha

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年5月10日 1,323,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4974
（有）斉藤造林
（喜多方市熊倉町雄国八木沢道中
乙５６２）

増沢川地区保安林改良事業
除伐　6.55ｈa

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年5月10日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4975
会津北部森林組合
（喜多方市舞台田３１２８－８）

造林請負事業
松くい虫伐倒駆除　91本　115ｍ
３

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年6月20日 1,428,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4976
会津流域林業協同組合　
（福島県南会津郡下郷町大字大内
字沼山４８８）

造林請負事業
カシノナガキクイムシ伐倒駆除　
157本　105ｍ３

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年6月20日 1,113,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4977
会津流域林業協同組合　
（福島県南会津郡下郷町大字大内
字沼山４８８）

造林請負事業
松くい虫伐倒駆除　1,341本　237
ｍ3

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年10月25日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4978
会津流域林業協同組合　
（福島県南会津郡下郷町大字大内
字沼山４８８）

造林請負事業
地拵　4.65ｈa
植付　4.65ｈa

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年4月25日 5,145,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4979
会津流域林業協同組合　
（福島県南会津郡下郷町大字大内
字沼山４８８）

造林請負事業
下刈　35.14ｈa
つる切　8.84ｈa

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年7月4日 4,536,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4980
小椋建設林業（株）
（福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮
字村東丙７０１－１）

中津川下流（Ａ）地区保安林改良
事業
除伐　7.90ｈa

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長
堀井　忠弘
（福島県会津若松市追手町５－２
２）

平成17年5月10日 1,281,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4981 庁舎清掃請負

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長
金谷　範導
（福島県南会津郡南会津町山口字
村上８６７）

平成17年4月1日 2,247,000
一般競争入札を実施したが、応札者がなかったこと
から、予決令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

4982
大桃造林（有）
（福島県南会津郡伊南村大字大桃
字居平２２０）

伊南川保安林改良事業
除伐　20.49ｈａ

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長
金谷　範導
（福島県南会津郡南会津町山口字
村上８６７）

平成17年5月10日 4,074,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4983
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

製品生産請負事業
2,195ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年4月25日 11,832,854
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4984
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
下刈 　296ｈa

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年6月21日 36,645,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4985
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
松くい虫特別防除
伐倒駆除　397ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成18年2月14日 6,594,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4986
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

製品生産請負事業
2,195ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年4月25日 9,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



4987
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
保育間伐　2,912ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年5月23日 38,171,774
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4988
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
つる切　43.16ｈa

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年9月7日 2,478,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4989
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
保育間伐　1,739ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年12月5日 18,235,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4990
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
保育間伐  194ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年12月5日 2,488,141
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4991
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
保育間伐　1,956ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年11月4日 28,326,849
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4992
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
保育間伐　520ｍ3

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年11月4日 7,920,945
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4993
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

造林請負事業
地拵　67.36ha
植付　67.36ha

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年4月27日 74,913,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4994
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

保安林改良事業
除伐　25.99ｈa

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成18年1月17日 4,683,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4995
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

保安林改良事業
除伐　72.53ｈa

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年5月10日 13,020,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4996
奥久慈林業協同組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字城跡６－８）

南沢外保安林改良事業
本数調整伐　1.53ｈa

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成18年2月14日 3,181,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4997 合宿所運営委託

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年4月1日 1,550,577
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



4998
東白川郡森林組合　
（福島県東白川郡棚倉町大字棚倉
字南町１００―２）

造林請負事業
特別防除薬剤調合・積込　2,400
㍑

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
梶　勝一
（福島県東白河郡棚倉町大字棚倉
字舘ケ丘７３－２）

平成17年6月15日 1,354,500

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

4999
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

製品生産請負事業
1,640m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 7,580,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5000
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
下刈  56.38ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月13日 7,612,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5001
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
つる切  4.00ha
除伐  13.37ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年8月29日 3,097,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5002
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
地拵  6.38ha
植付  6.38ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 6,720,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5003
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
保育間伐  378m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年10月20日 3,667,595
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5004
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

所国有林外保安林改良事業
除伐  20.06ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年12月26日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5005
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

製品生産請負事業
1,400m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 6,210,831
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5006
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

那須街道森林生態系整備事業
修景伐  172本  44m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年12月21日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5007
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

八方ケ原森林生態系整備事業
修景伐  5.36ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年11月8日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5008
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

製品生産請負事業
1,400m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 6,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5009
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
下刈  66.68ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月13日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5010
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
地拵  3.59ha
植付  3.59ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 3,696,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5011
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
高齢級間伐  3,302m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年9月5日 16,067,194
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5012
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
高齢級間伐  437m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年9月5日 4,128,642
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5013
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
つる切  3.00ha
除伐  14.00ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年8月29日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5014
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

造林請負事業
保育間伐  338m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年10月20日 3,001,224
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5015
（株）塩那森林サ－ビス
（那須塩原市塩原１１００）

箒川保安林改良事業
除伐  15.46ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年5月10日 3,570,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5016
（株）農業機械研究所
（東京都目黒区大岡山１－２７－
２）

造林請負事業
松くい虫防除薬地上散布　
56.05ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年5月23日 4,830,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5017
（有）フタバ運輸　
（大田原市前田７７２－６）

造林請負事業
保育間伐  845m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年10月20日 7,460,478
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5018
（有）フタバ運輸　
（大田原市前田７７２－６）

造林請負事業
保育間伐  790m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月21日 8,316,104
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5019
黒羽町森林組合
（栃木県那須郡黒羽町大字須佐木
１４９－７）

造林請負事業
地拵  11.44ha
植付  11.44ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 11,760,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5020
黒羽町森林組合
（栃木県那須郡黒羽町大字須佐木
１４９－７）

造林請負事業
下刈  35.48ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月13日 4,515,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5021 庁舎清掃請負

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月1日 1,320,000
一般競争入札を実施したが、応札者がなかったこと
から、予決令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

5022
那須町森林組合
（栃木県那須郡那須町大字東岩崎
字山根２８９）

造林請負事業
下刈  18.67ha
除伐  3.58ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年7月25日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5023
那須町森林組合
（栃木県那須郡那須町大字東岩崎
字山根２８９）

造林請負事業
松くい虫伐倒駆除
衛生伐  271本 183ｍ3　71.44ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年12月26日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5024
那須町森林組合
（栃木県那須郡那須町大字東岩崎
字山根２８９）

造林請負事業
下刈  50.21ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月13日 6,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5025
那須町森林組合
（栃木県那須郡那須町大字東岩崎
字山根２８９）

造林請負事業
地拵  9.78ha
植付  9.78ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 10,080,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5026
那須南森林組合
（栃木県那須郡馬頭町大字馬頭２
１０６－１）

製品生産請負事業
440m3

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月21日 4,748,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5027
那須南森林組合
（栃木県那須郡馬頭町大字馬頭２
１０６－１）

造林請負事業
下刈  36.54ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年6月13日 4,830,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5028
那須南森林組合
（栃木県那須郡馬頭町大字馬頭２
１０６－１）

造林請負事業
地拵  10.21ha
植付  9.43ha

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長
香月　英伸
（栃木県大田原市宇田川１７８７
－１５）

平成17年4月25日 11,550,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5029
（有）五味田造林
（今市市今市１２９４－５）

造林請負事業
保育間伐  22.76ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年10月3日 3,231,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5030
（有）五味田造林
（今市市今市１２９４－５）

造林請負事業
下刈  16.24ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年6月24日 2,104,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5031
（有）五味田造林
（今市市今市１２９４－５）

造林請負事業
保育間伐  400m3

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年7月29日 4,684,943
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5032
（有）五味田造林
（今市市今市１２９４－５）

造林請負事業
地拵  5.43ha
植付  5.43ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年4月25日 5,556,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5033
粟野町森林組合
（栃木県上都賀郡粟野町大字下粕
尾１３６）

造林請負事業
地拵  3.40ha
植付  3.40ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年4月25日 3,860,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5034
粟野町森林組合
（栃木県上都賀郡粟野町大字下粕
尾１３６）

保安林改良事業
除伐　22.35ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年5月10日 5,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5035 独身者共同宿舎運営委託

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年5月24日 1,155,000
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5036
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

造林請負事業
地拵  5.73ha
植付  5.73ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年4月25日 6,853,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5037
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

神子内地区外１保安林改良事業
除伐  19.01ha

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年12月27日 3,780,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5038
栃木リコ－（株）今市営業所
（今市市瀬尾２５０－１）

電子複写機保守管理料

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年4月1日 1,056,785

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5039
栃木県素材生産業協同組合
（今市市塩野室町２５５５－２）

造林請負事業
保育間伐  980m3

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
川端　省三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年7月29日 11,378,588
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5040
栃木県素材生産業協同組合
（今市市塩野室町２５５５－２）

造林請負事業
保育間伐  710m3

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年9月5日 9,106,126
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5041
芳賀地区森林組合
（栃木県芳賀郡茂木町大字坂井１
４４９－１）

製品生産請負事業
150ｍ3

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長
北村　昌三
（栃木県今市市土沢１４７３－
１）

平成17年9月5日 1,765,337
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5042
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

製品生産請負事業
検知  3,053m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年8月10日 1,186,207

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5043
（株）オオタヤ
（前橋市問屋町１―１０―７）

電子複写機保守料

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
野口　浩司
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年4月1日 1,725,443

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5044
群馬県山林種苗緑化協同組合
（高崎市貝沢町５４５―１）

苗木購入代
スギ　30,500本

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年4月20日 3,202,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5045
国土防災技術（株）
（前橋市南町３－７１－４）

大穴地区土石流監視業務

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月8日 2,851,800

前契約工事に引続き施工する工事のため、前契約者
に施工させることにより経費の節減、安全、適切な
施工が確保できる等有利と認められることから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5046
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
507m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
野口　浩司
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年11月21日 2,252,627
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5047
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
1,894m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月22日 7,594,578
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5048
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
1,327m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月22日 11,979,114
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5049
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
1,894m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月22日 10,401,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5050
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
1,394m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月22日 15,269,841
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5051
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

製品生産請負事業
507m3

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
野口　浩司
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年11月21日 2,424,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5052
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

造林請負事業
つる切　9.74ha
除伐　10.36ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年8月12日 2,677,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5053
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

造林請負事業
保育間伐　18.01ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
野口　浩司
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年11月1日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5054
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

造林請負事業
下刈　34.17ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年7月5日 4,095,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5055
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

造林請負事業
地拵　11.99ha
植付　11.99ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年5月17日 11,130,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5056
沼田森林業協同組合
（沼田市鍛冶町３９２３－１）

大戸屋山外４保安林改良事業
除伐　30.05ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年5月10日 6,153,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5057
水上森林業（有）
（群馬県利根郡みなかみ町藤原２
３０４）

造林請負事業
つる切　18.26ha
除伐　4.65ha

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長
川戸　英騎
（群馬県沼田市鍛冶町３９２３－
１）

平成17年8月12日 2,152,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5058
（株）オオタヤ
（前橋市問屋町１―１０―７）

 電子複写機保守料

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年4月1日 1,068,843

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5059
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 製品生産請負事業
200ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年8月22日 1,939,266
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5060
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 製品生産請負事業
270ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月9日 2,801,717
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5061
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 造林請負事業
下刈　 23.64ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年6月30日 3,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5062
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 造林請負事業
保育間伐　160ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年8月22日 1,835,685
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5063
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 造林請負事業
保育間伐　750ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年9月28日 7,822,431
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5064
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 造林請負事業
地拵　4.28ha
植付  4.28ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月9日 4,515,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5065
吾妻森林整備（株）
（群馬県吾妻郡長野原町大字与喜
屋１５１－１）

 広口沢地区外保安林改良事業
除伐　20.70ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月10日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5066
高山林業（株）
（群馬県吾妻郡中之条町大字下沢
渡１２３０－３）

 造林請負事業
下刈　23.05ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年6月30日 2,782,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5067
高山林業（株）
（群馬県吾妻郡中之条町大字下沢
渡１２３０－３）

 造林請負事業
地拵　10.94ha
植付　10.94ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月9日 11,340,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5068
高山林業（株）
（群馬県吾妻郡中之条町大字下沢
渡１２３０－３）

 反下地区外保安林改良事業
除伐　22.73ha

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月10日 4,578,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5069
国土防災技術（株）
（前橋市南町３－７１－４）

 万座地区地すべり自動観測管理
業務

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年6月15日 3,360,000

当社は、この測定機器に精通した者であり、保守管
理についても適正な管理のもとで履行し得る者であ
ること、また、部品の調達を必要とする場合に迅速
に対応できることから、競争を許さないことにより
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5070
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

 造林請負事業
保育間伐　340ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年8月22日 3,524,015
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5071
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

 造林請負事業
誘導伐　650ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年5月9日 4,586,145
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5072
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

 製品生産請負事業
1,320ｍ3

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年8月22日 12,058,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5073
星野総合商事（株）
（前橋市日吉町４－３２－２５）

 空中消火剤処分作業
10,840kg

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長
園田　茂
（群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町７７１－１）

平成17年12月19日 1,519,245

消火薬剤廃棄物は、群馬県下では処理場が無いこと
から、今まで群馬県下における消火薬剤処理取扱い
に実績のある者を契約相手方とし選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5074
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
下刈  17.47ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5075
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
下刈  55.96ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 7,644,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5076
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
下刈  36.04ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 5,019,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5077
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
下刈  24.05ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 3,339,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5078
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
地拵  5.49ha
植付  5.49ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月26日 5,691,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5079
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
地拵  5.76ha
植付  5.76ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月26日 3,717,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5080
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
保育間伐  10.33ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月1日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5081
（有）土屋林業
（群馬県甘楽郡妙義町大字菅原９
７３）

造林請負事業
保育間伐  20.37ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月1日 2,961,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5082
（株）オオタヤ
（前橋市問屋町１―１０―７）

電子複写機賃借料

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 1,669,403

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5083
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

造林請負事業
下刈  41.46ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 5,817,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5084
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

造林請負事業
地拵  5.01ha
植付  5.01ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月26日 5,271,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5085
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

造林請負事業
保育間伐  7.37ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月1日 1,176,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5086
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

烏川地区保安林改良事業
除伐  11.94ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月10日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5087
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

保安林改良事業請負
除伐  19.39ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月10日 3,633,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5088
甘楽林業協業組合　
（群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂
甲２２）

道平川保安林改良事業
下刈  2.51ha
幼齢木ネット  2,000本

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月1日 3,780,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5089
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

製品生産請負事業
795ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 7,129,343
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5090
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

造林請負事業
保護伐  342ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 4,715,525
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5091
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

製品生産請負事業
647ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 5,796,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5092
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

造林請負事業
保護伐  1,746ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月21日 1,099,980
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5093
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

造林請負事業
保護伐  350ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年12月12日 2,999,432
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5094
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

造林請負事業
保育間伐外  880ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月20日 14,790,223
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5095
三山工業（株）
（前橋市元総社町１６９）

造林請負事業
保護伐  566ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 4,634,716
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5096
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

製品生産請負事業
195ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年9月16日 2,372,244
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5097
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

造林請負事業
保育間伐  1,654ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月21日 1,128,855
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5098
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

造林請負事業
保育間伐  532ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月20日 7,823,543
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5099
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

造林請負事業
保育間伐外  807ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年9月16日 10,246,607
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5100
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

造林請負事業
保育間伐  1,891ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 25,763,583
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5101
四万林業協業組合
（群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町６２－２）

製品生産請負事業
352ｍ3

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月27日 3,018,522
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5102
正和商事（株）東京営業所
（東京都千代田区岩本町２－９－
３）

オレンジ防鹿ネット一式代
2,100ｍ

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月1日 2,651,292

当該物件は、契約相手方に特許権があり、この契約
相手方でなければ購入できないため、又、目的が競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5103
多野林業協同組合　
（群馬県多野郡上野村大字楢原１
９１７）

神流川地区保安林改良事業
除伐  13.22ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月10日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5104
多野林業協同組合　
（群馬県多野郡上野村大字楢原１
９１７）

黒川保安林改良事業
下刈  10.61ha
忌避剤塗布  10.61ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月1日 2,047,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5105
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

造林請負事業
下刈  34.82ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月21日 4,032,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5106
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

造林請負事業
地拵  19.75ha
植付  19.75ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月26日 18,207,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5107
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

造林請負事業
保育間伐  14.35ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月1日 1,806,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5108
大間々林業協同組合
（群馬県山田郡大間々町大字桐原
７９９－３）

渡良瀬川地区保安林改良事業
除伐  8.23ha

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月10日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5109
大同商事（株）
（東京都港区浜松町１－１０－８
野田ビル５Ｆ）

くわんたい一式代
9,300セット

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年3月3日 6,129,900

当該物件は、契約相手方に特許権があり、この契約
相手方でなければ購入できないため、又、目的が競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5110
大同商事（株）
（東京都港区浜松町１－１０－８
野田ビル５Ｆ）

くわんたい一式代
3,600セット

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長
杉山　隆志
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月1日 2,352,577

当該物件は、契約相手方に特許権があり、この契約
相手方でなければ購入できないため、又、目的が競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5111
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
下刈 　8.78ha
つる切　12.54ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年6月16日 1,669,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5112
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

造林請負事業
保育間伐　9.75ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年10月25日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5113
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

俎倉山地区保安林整備事業
除伐　10.03ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年5月10日 2,079,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5114
（株）農業機械研究所
（東京都目黒区大岡山１－２７－
２）

造林請負事業
薬剤地上散布　31.97ha
スミパインMC剤50倍液38,864㍑

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年5月26日 3,045,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5115
新潟リコー（株）新発田営業所
（新発田市富塚町１―１６－４）

電子複写機保守管理料

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年4月1日 1,237,844

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5116
新穂森林組合　
（佐渡市新穂瓜生屋６６６－２）

造林請負事業
古損木伐倒　228m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年10月5日 2,247,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5117
新穂森林組合　
（佐渡市新穂瓜生屋６６６－２）

造林請負事業
古損木伐倒　128m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年9月9日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5118
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
593m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年8月11日 5,362,325
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5119
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
下刈　27.64ha
つる切　16.80ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年6月16日 4,305,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5120
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
地拵　1.16ha
植付　1.16ha
除伐　6.02ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年9月9日 2,887,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5121
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
保育間伐　16.74ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年10月25日 2,856,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5122
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

寺内地区保安林整備事業
除伐　10.62ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署長
箱石　文夫
（新潟県新発田市大手町４－４－
１５）

平成17年5月10日 2,142,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5123
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園１―１１―３０）

造林請負事業
松くい虫特別防除　23.97ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年6月13日 2,037,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5124
吉田農事（株）
（新発田市大字鳥潟２０３－１）

造林請負事業
マツクイムシ特別防除薬剤調合・
積込み　6,758㍑

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年5月30日 3,402,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5125
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
2,126m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年7月29日 9,385,647
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5126
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
660m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年4月26日 1,627,692
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5127
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

ブルドーザー賃貸代
除雪161時間

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成18年3月6日 1,086,855

素材生産事業と一体として行わなければならない運
搬路及び土場の確保のための除雪作業であり、素材
生産請負契約者との契約が、素材生産事業実行上及
び価格においても有利な契約ができることから会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5128
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
衛生伐　159m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年12月26日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5129
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
下刈　24.15ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年6月9日 2,887,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5130
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
2,126m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年7月29日 8,932,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5131
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
660m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年4月26日 2,320,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5132
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

造林請負事業
地拵　2.89ha
植付　3.90ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年5月12日 3,969,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5133
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

製品生産請負事業
373m3

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年7月29日 3,884,502
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5134
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

船地区保安林改良事業
下刈　30.91ha
除伐　30.91ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年6月2日 11,025,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5135
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

沼地区外２保安林改良事業
除伐　12.43ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年9月21日 2,121,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5136
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

北新保地区保安林改良事業
地拵　2.66ha
植付　10,664本
防風柵　34.80ｍ

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年9月29日 5,670,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5137
村上林業協同組合
（村上市八日市９－６）

鮖谷地区外保安林改良事業
本数調整伐　19.61ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年9月21日 2,436,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5138
朝日航洋（株）
（東京都豊島区南池袋２－４９－
４）

造林請負事業
マツクイムシ特別防除　112.63ha

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長
目黒　文彦
（新潟県村上市緑町３－１－１
３）

平成17年5月30日 1,323,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5139
（株）ナカノアイシステム六日町
支店
（南魚沼市六日町４５７－１）

管内図編集代
1/50000、1/20000  編集１式

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成18年3月6日 1,319,535

管内図の作成後、「地すべり防止区域」が追加指定
となり、追加前に作成した管内図と現状がそぐわな
い状況となった。地権者への説明にあたり管内図の
修正が必要となり、管内図の原図を持っている者と
契約することが有利な価格をもって契約できること
から、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5140
（株）マルユー
（加茂市幸町１－２－２２）

烏帽子岳地区保安林改良事業
除伐  7.14ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年5月10日 1,299,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5141
（有）きれいにする会社
（南魚沼市大杉新田８８５－１）

庁舎清掃請負

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年4月1日 1,782,900

署近くには契約の相手方以外作業内容に対応可能な
業者がないため、確実に履行し得る実績もあること
から競争を許さないことにより会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5142
（有）喜多和
（長岡市喜多町６４８）

建物賃貸借料（宿舎）
３戸

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年4月1日 2,604,000

平成１６年１０月２３日発生の中越地震の災害復旧
のため、中越治山事業所及び中越山地災害復旧対策
室の新設に伴い、緊急に宿舎の確保の必要があり、
競争を許さないことから会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5143
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

造林請負事業
除伐　10.85ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年9月26日 2,163,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5144
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

造林請負事業
下刈  24.13ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年7月1日 2,814,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5145
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

造林請負事業
除伐  9.24ｈa
保育間伐  3.90ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年9月14日 2,604,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5146
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

造林請負事業
地拵  4.67ｈa
植付  4.67ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年5月17日 4,861,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5147
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

造林請負事業
保育間伐　19.07ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年9月26日 5,197,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5148
（有）見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国
１１０２－１）

秋成保安林改良事業
除伐  13.35ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年5月10日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5149
中越治山事業所、中越山地災害復
旧対策室賃料（事務所）
１棟

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年4月1日 4,680,000

平成１６年１０月２３日発生の中越地震の災害復旧
のため、中越治山事業所及び中越山地災害復旧対策
室の新設に伴い、緊急に事務所の確保の必要があ
り、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5150
津南町森林組合
（新潟県中魚沼郡津南町中深見乙
２１７６）

造林請負事業
除伐　18.15ｈa

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長
齋藤　伸郎
（新潟県南魚沼市美佐島字京田６
１－８）

平成17年9月26日 3,234,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5151
（株）高橋組
（十日町市松之山湯本１３８０－
１）

天水越地すべり防止災害緊急対策
工事
素堀水路工外１１種
新潟県十日町市松之山天水越字石
原外２地内
自：17.12.8
至：18.1.26

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年12月8日 6,300,000

当該工事は、平成１７年８月１６日に発生した「天
水越地すべり」災害箇所において、緊急に対策工事
を実施する必要から、平成１７年８月２３日付けで
「同意書」の提出を受け、本契約に先立ち当該箇所
隣接地において、現在「音沢地すべり防止工事」を
施工しているもので、早期の施工が可能であるこ
と、また、地すべり工事の施工実績及び経験が豊富
であることから、緊急の必要により競争に付するこ
とができない場合で、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5152
（株）晴光デジタルクリエイト
（柏崎市松美１－１０－４０）

リコー　イマジオＷＩＤＥ６０２
０代金外
コピー機１台外

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成18年3月1日 1,869,000

大型図面の作成に使用していた署の機器が故障とな
り、修理が必要となったが同機器の部品は現在は製
造されておらず修理不能なった。入札等を控え早急
に図面の作成が必要となったことから、信用確実で
実績のある者と契約した。
（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5153
（株）和信建設
（妙高市大字杉野澤１６７５－
１）

造林請負事業
下刈　8.31ha
除伐　5.34ha

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年6月27日 2,488,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5154
（株）和信建設
（妙高市大字杉野澤１６７５－
１）

造林請負事業
地拵　1.16ha
植付　1.16ha

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年10月7日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5155
（有）松里建設
（十日町市松之山天水越７９３－
２）

上鰕池第二地すべり防止工事
零番線布団篭土留工34.0m
新潟県十日町市松之山上えび池字
家ノ下地内
自：18.2.22
至：18.3.31

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成18年2月22日 3,255,000

当該箇所に地すべりが発生し、その土砂が不安定に
堆積している。直下に人家が存在し今般の記録的な
大雪が今後融雪期に入り、地すべりが拡大し被害を
与える恐れがあることから、緊急に対策工事を実施
する必要があり、当該箇所の工事実績のある施工者
以外に施工させると不利と認められ、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5156
国土防災技術（株）新潟支店
（新潟市坂井１０３５番地の１）

峠試験地地すべり地変形量の計測
と解析調査業務
測量費4式　解析調査費4式
新潟県上越市安塚区真萩平字峠地
内
自：18.1.24
至：18.3.10

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成18年1月24日 9,030,000

当該箇所については、平成１６年度からの継続調査
であり、調査内容を踏まえれば平成１６年度調査業
務の委託先と契約したいこと、また、地すべり解析
調査に精通しており調査業務に実績があること等他
の業者では調査業務が困難であることから、当該事
業は契約の性質及び目的が競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5157
国土防災技術（株）新潟支店
（新潟市坂井１０３５番地の１）

焼山土石流監視装置保守点検作業
保守点検作業
新潟県糸魚川市大字大平字カラサ
ワ国有林９３林班
自：17.5.24
至：17.11.10

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年5月24日 1,176,000

当社は、この測定機器に精通した者であり、保守管
理についても適正な管理のもとで履行し得る者であ
ること、また、部品の調達を必要とする場合に迅速
に対応できることから、競争を許さないことにより
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5158
国土防災技術（株）新潟支店
（新潟市坂井１０３５番地の１）

音沢地区災害調査調査業務
測量業務費外7式
新潟県十日町市松之山天水越字石
原地内外２
自：17.11.18
至：17.12.15

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年11月18日 6,510,000

当該箇所付近の調査業務を１３年度に実施してお
り、詳細を把握していること、災害関連緊急事業計
画書の作成に緊急を要すること、地すべり調査に精
通しており調査業務に実績があることから、競争を
許さないことにより会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5159
猪又建設（株）
（糸魚川市大町１－６－６）

大田切川地区（燕）災害関連緊急
治山２期工事
なだれ予防柵３７基、仮設工１１
工種外
新潟県妙高市大字関山字妙高山国
有林２７林
自：18.3.23
至：19.1.20

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成18年3月23日 40,000,000

現在実行中の工事に隣接地を施工される工事であ
り、機械器具及び資材の搬入等一貫した施工が必要
とされ、工期の短縮、経費の節減、安全な施工を確
保するうえで、前工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利と認められ、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



5160
東光計測（株）
（山形市大字漆山字梅ノ木１９８
５番４）

峠試験地地すべり機構観測施設保
守点検作業
直接保守点検費外3式
新潟県上越市安塚区真萩平字峠地
内
自：17.5.24
至：17.11.18

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年5月24日 1,417,500

当社は、この測定機器に精通した者であり、保守管
理についても適正な管理のもとで履行し得る者であ
ること、また、部品の調達を必要とする場合に迅速
に対応できることから、競争を許さないことにより
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5161
東光計測（株）
（山形市大字漆山字梅ノ木１９８
５番４）

地すべり変位記録装置代
一式

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長
田之畑　忠年
（新潟県上越市本城町２－１５）

平成17年12月8日 1,708,350

浅層水文動態観測装置は契約相手方が依頼を受けて
開発したもので他社では取り扱われていないことか
ら、競争を許さないことにより会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5162
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
検知  6,004ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月1日 2,269,424

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5163
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
検知   2,679ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月20日 1,012,787

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5164
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
検知　5,492ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月18日 2,076,148

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5165
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
検知　2,734ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月18日 1,033,753

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5166
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
772ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月4日 8,169,862
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5167
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

造林請負事業
植付　3.69ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5168
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

造林請負事業
下刈　35.33ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月22日 5,313,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5169
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

造林請負事業
下刈　8.20ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月27日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5170
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
771m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月4日 8,169,860
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5171
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

製品生産請負事業
640ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月21日 8,462,412
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5172
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

保安林改良事業
本数調整伐　62.32ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月6日 10,437,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5173
（有）佐川運送
（高萩市大字大能３６７－１）

製品生産請負事業
2,327ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月28日 37,433,783
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5174
アカギヘリコプター（株）
（前橋市下阿内町３７７－２）

造林請負事業
松くい虫特別防除　89.35ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月2日 1,197,000

自治体との協同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5175
茨城県森林組合連合会
（水戸市三の丸１―３―２）

造林請負事業
下刈　32.87ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月20日 4,872,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5176
高萩愛林協同組合
（高萩市大字島名１７０３－４）

十王地区保安林改良事業
本数調整伐　156.57ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年5月10日 25,216,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5177
高萩地区森林整備共同事業体　
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
植付　13.64ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 9,051,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5178
高萩地区森林整備共同事業体　
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
下刈　139.70ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月27日 21,378,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5179
高萩地区森林整備共同事業体　
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
地拵　15.87ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 5,596,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5180
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
782m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月24日 7,180,531
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5181
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
456m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 5,261,193
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5182
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
917m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 9,447,939
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5183
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
873ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 9,657,301
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5184
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
282m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年11月21日 2,832,159
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5185
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
992ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年7月8日 10,879,903
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5186
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
植付　9.02ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 6,216,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5187
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
下刈　31.48ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月20日 4,851,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5188
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
下刈　80.46ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月22日 12,285,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5189
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
地拵　16.20ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 6,405,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5190
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
282ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年11月21日 2,832,159
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5191
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
781ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月24日 7,180,531
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5192
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
456m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 5,261,191
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5193
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
872ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 9,657,299
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5194
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
1,005ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月21日 15,638,942
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5195
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
917m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 9,447,937
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5196
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

製品生産請負事業
425m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年7月8日 4,662,816
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5197
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
保育間伐　900ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年11月30日 16,834,951
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5198
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

熊穴地区水源森林総合整備事業
本数調整伐・簡易丸太筋工  
16.41ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成18年1月19日 3,706,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5199
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

保安林改良事業
本数調整伐  73.38ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月6日 12,390,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5200
常陸太田市森林組合
（常陸太田市小中町８２－１）

造林請負事業
地拵　3.28ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 1,228,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5201
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
648m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 7,647,664
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5202
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
783ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 8,527,674
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5203
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
813ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月14日 9,326,517
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5204
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
528ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月20日 5,175,479
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5205
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
415m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月20日 4,066,447
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5206
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

造林請負事業
植付  4.34ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5207
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

造林請負事業
下刈　76.58ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月22日 12,117,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5208
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

造林請負事業
地拵　19.10ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 7,927,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5209
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
648ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 7,647,663
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5210
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
783ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 8,527,672
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5211
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

製品生産請負事業
812ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月14日 9,326,516
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5212
大子町森林組合
（茨城県久慈郡大子町川山８９
７）

造林請負事業
保育間伐　401ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年7月7日 5,978,294
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5213
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産請負事業
239ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月24日 2,428,834
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5214
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産請負事業
580ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月28日 6,466,191
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5215
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
植付　5.99ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 4,032,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5216
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
衛生伐　183ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月9日 1,701,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5217
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
下刈　13.05ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月27日 1,638,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5218
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

造林請負事業
地拵　5.17ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5219
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産請負事業
579m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月28日 6,466,191
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5220
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産請負事業
1,255ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月21日 14,872,775
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5221
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産請負事業
250ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月20日 4,022,110
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5222
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

製品生産事業請負
1,079ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年7月20日 15,997,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5223
大北産業（株）
（北茨城市中郷町松井１８８８）

金成地区保安林改良事業
本数調整伐  91.59ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年5月10日 14,280,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5224
那珂森林組合
（常陸大宮市鷲子５８－１）

造林請負事業
下刈　23.91ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月20日 3,759,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5225 合宿所運営委託

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月1日 2,100,000

炊事用務が主業務で勤務時間の形態が変則であるた
め、近辺において他に契約する者がなく、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



5226
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
324ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月21日 3,941,932
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5227
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
427ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 4,587,359
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5228
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
429ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 4,393,706
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5229
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
245ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月14日 2,844,538
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5230
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

国有林野内危険木処理事業
１２本

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月6日 1,123,500

お寺の参道周辺の国有林内に立枯木があり、お寺へ
の参拝者及び近隣居住者に危険を及ぼす恐れがある
ことから早急な処理がが必要であること、また、立
木の伐採には専門的な技術と経験を必要とするた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5231
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
1,086ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 10,272,828
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5232
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
585m3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 5,531,523
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5233
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
植付　6.34ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月19日 4,389,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5234
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
下刈　55.16ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月20日 8,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5235
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
地拵　7.02ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月17日 2,688,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5236
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
427ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月2日 4,587,358
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5237
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
430ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年10月26日 4,393,704
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5238
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

製品生産請負事業
245ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年12月14日 2,844,537
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5239
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
保育間伐　349ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年9月7日 4,713,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5240
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
保育間伐　99ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月24日 1,122,557
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5241
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
保育間伐　276ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年8月24日 3,565,120
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5242
美和木材協同組合
（常陸大宮市鷲子４６－１）

造林請負事業
保育間伐　596ｍ3

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成18年1月6日 8,767,897
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5243
芳賀地区森林組合
（栃木県芳賀郡茂木町大字坂井１
４４９－１）

造林請負事業
下刈　24.66ha

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年6月20日 3,801,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5244 合宿所運営委託

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長
西林寺　隆
（茨城県水戸市笠原町９７８－
７）

平成17年4月1日 1,411,590

炊事用務が主業務で勤務時間の形態が変則であるた
め、近辺において他に契約する者がなく、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5245
（株）佐久間工務店
（東京都三宅島三宅村阿古３９
７）

三宅島地区第２保安林改良事業
植栽工  1,200本
防風網張替  88ｍ

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成18年2月9日 1,339,695
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5246
（有）細川林業
（神奈川県足柄上郡山北町中川２
８１）

造林請負事業
下刈  10.05ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年6月27日 1,597,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5247
（有）細川林業
（神奈川県足柄上郡山北町中川２
８１）

造林請負事業
地拵  5.09ha
防護柵  5.09ha
植付  5.09ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年11月10日 9,135,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5248
（有）細川林業
（神奈川県足柄上郡山北町中川２
８１）

金山地区外保安林改良事業
本数調整伐  49.87ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年10月12日 7,694,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5249
（有）善神産業
（山梨県南都留郡道志村９７６
８）

造林請負事業
下刈  22.13ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年6月27日 3,815,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5250
（有）善神産業
（山梨県南都留郡道志村９７６
８）

造林請負事業
下刈  11.69ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年6月27日 2,063,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5251
（有）善神産業
（山梨県南都留郡道志村９７６
８）

造林請負事業
地拵  3.27ha
植付  3.27ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年4月14日 2,263,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5252
（有）湯山林業
（神奈川県足柄上郡山北町世附７
４２―２）

二の沢地区保安林改良事業
本数調整伐  66.65ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年10月7日 9,804,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5253
（有）湯山林業
（神奈川県足柄上郡山北町世附７
４２―２）

水の木地区保安林改良事業
本数調整伐  23.50ha

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長
片岡　辰幸
（神奈川県平塚市立野町３８－
２）

平成17年5月10日 5,092,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5254
（株）東海フォレスト
（島田市向島町４３７９）

造林請負事業
保育間伐　650m3

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年11月15日 13,860,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5255
（株）東海フォレスト
（島田市向島町４３７９）

高熊保安林改良事業
本数調整伐　26.19ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年9月22日 4,725,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5256
（有）丸あ近藤建設
（静岡市葵区梅ヶ島５６２７－
１）

梅ヶ島保安林改良事業
本数調整伐　39.67ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年7月27日 8,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5257
（有）新庄造林
（静岡市葵区横山３４－１）

大平保安林改良事業
本数調整伐　48.21ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年7月26日 10,080,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5258
愛鷹山森林組合
（沼津市大岡３６３４―１）

造林請負事業
下刈　20.59ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年6月20日 3,570,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5259
森林組合おおいがわ
（静岡県榛原郡川根町家山３５９
－１）

造林請負事業
下刈　10.61ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年6月21日 2,121,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5260
事業附属寄宿舎施設運営委託請負
事業

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年4月1日 2,282,700

炊事用務が主業務で勤務時間の形態が変則であるた
め、近辺において他に契約する者がなく、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5261
天城林業（有）沼津支店
（御殿場市仁杉１４０）

造林請負事業
下刈　13.44ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年6月21日 2,163,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5262
天城林業（有）沼津支店
（御殿場市仁杉１４０）

製品生産請負事業
304m3

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年10月27日 2,740,862
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5263
天城林業（有）沼津支店
（御殿場市仁杉１４０）

造林請負事業
下刈　41.39ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年6月20日 7,182,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5264
天城林業（有）沼津支店
（御殿場市仁杉１４０）

造林請負事業
保育間伐　351m3

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年11月10日 4,786,558
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5265
富士山育林協同組合
（富士宮市ひばりが丘４５３）

トウヒツヅリヒメハマキ被害対策
衛生伐　150.53ha
地拵　1.50ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年10月14日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5266
富士山育林協同組合
（富士宮市ひばりが丘４５３）

造林請負事業
下刈　130.19ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年6月20日 18,753,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5267
富士山育林協同組合
（富士宮市ひばりが丘４５３）

造林請負事業
改植　13.57ha
鹿柵　4,800m

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年4月12日 18,984,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5268
富士山育林協同組合
（富士宮市ひばりが丘４５３）

富士山保安林改良事業
本数調整伐　19.25ha

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長
小合　信也
（静岡県静岡市葵区駿府町１－１
２０）

平成17年9月21日 3,276,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5269
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

杉川保安林改良事業
本数調整伐  27.88ha

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 5,722,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5270
（株）中村組
（浜松市住吉５－２２－１）

カクレオ継続的作業道（２）新設
工事
自動車道  100ｍ

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成18年2月2日 3,381,000

現在実行中の工事に引続き施工される延長増設工事
であり、機械器具及び資材の搬入等一貫した施工が
必要とされ、工期の短縮、経費の節減、安全な施工
を確保するうえで、前工事施工者以外の者に施工さ
せることが不利と認められ、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5271
（株）天野事業所
（静岡県周智郡春野町気田４７９
－１）

造林請負事業
下刈  7.83ha

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年6月29日 1,317,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5272
（株）天野事業所
（浜松市春野町気田４７９－１）

伊老沢第１保安林改良事業
本数調整伐  20.11ha

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 4,053,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5273
（有）氏原林業
（浜松市三ヶ日町宇志７０３－
１）

製品生産請負事業
140m3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成18年2月1日 6,876,723
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5274
（有）氏原林業
（浜松市三ヶ日町宇志７０３－
１）

造林請負事業
保育間伐　500ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年12月13日 12,447,721
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5275
引佐町森林組合
（浜松市引佐町井伊谷２３４０－
１）

造林請負事業
保育間伐  200ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年10月31日 6,486,541
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5276
引佐町森林組合
（浜松市引佐町井伊谷２３４０－
１）

造林請負事業
衛生伐  50ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年10月26日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5277
引佐町森林組合
（浜松市引佐町井伊谷２３４０－
１）

造林請負事業
下刈  11.34ha

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年6月29日 1,757,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5278
佐久間町森林組合
（浜松市佐久間町半場１０－１）

製品生産請負事業
1,220ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年11月2日 23,156,944
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5279
佐久間町森林組合
（浜松市佐久間町半場１０－１）

造林請負事業
保育間伐  480ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年10月24日 9,097,475
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5280
作手村森林組合
（愛知県南設楽郡作手村大字高里
字縄手上３２）

造林請負事業
下刈  7.46ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年6月29日 1,286,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5281
春野森林組合
（浜松市春野町宮川１４８１）

造林請負事業
保育間伐　180ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成18年1月23日 4,820,133
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5282
春野森林組合
（浜松市春野町宮川１４８１）

神沢保安林改良事業
本数調整伐  44.83ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 9,072,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5283
春野森林組合
（浜松市春野町宮川１４８１）

洞木沢保安林改良事業
除伐  3.44ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年11月14日 1,333,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5284
森町森林組合
（静岡県周智郡森町三倉８２６―
２）

製品生産請負事業
360ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年12月9日 4,335,549
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5285
森町森林組合
（静岡県周智郡森町三倉８２６―
２）

造林請負事業
保育間伐　310ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年12月21日 6,743,952
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5286
水窪町森林組合
（浜松市水窪町地頭方２４８－
１）

造林請負事業
保育間伐　300ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成18年1月25日 5,450,314
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5287
水窪町森林組合
（浜松市水窪町地頭方２４８－
１）

造林請負事業
高齢級間伐　320ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年4月18日 8,061,188
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5288
水窪町森林組合
（浜松市水窪町地頭方２４８－
１）

造林請負事業
保育間伐　250ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年9月8日 7,068,919
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5289
水窪町森林組合
（浜松市水窪町地頭方２４８－
１）

造林請負事業
保育間伐　300ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年10月11日 7,176,411
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5290
水窪町森林組合
（浜松市水窪町地頭方２４８－
１）

白倉第１保安林改良事業
本数調整伐  47.80ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 9,996,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5291
天城林業（有）
（浜松市水窪町奥領家７１７５）

白倉第２保安林改良事業
本数調整伐  12.32ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 2,620,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5292
天竜市森林組合
（天竜市船明１９５１―１）

造林請負事業
下刈　8.18ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年6月29日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5293
天竜市森林組合
（天竜市船明１９５１―１）

造林請負事業
誘導伐　760ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年11月2日 8,185,657
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5294
天竜市森林組合
（天竜市船明１９５１―１）

伊老沢第２保安林改良事業
本数調整伐  13.08ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年8月29日 2,646,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5295
東邦航空（株）
（東京都江東区新木場４－１９　
東京ヘリポート内）

造林請負事業
受光伐　75ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年11月18日 10,637,858
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5296
東邦航空（株）
（東京都江東区新木場４－１９　
東京ヘリポート内）

造林請負事業
誘導伐　782ｍ3

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年11月18日 32,381,864
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5297
龍山村森林組合
（静岡県磐田郡龍山村戸倉２３３
―３）

造林請負事業
下刈  11.76ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年6月29日 1,942,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5298
龍山村森林組合
（静岡県磐田郡龍山村戸倉２３３
―３）

造林請負事業
植付  2.52ｈa

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長
市原　紅美雄
（静岡県浜松市中瀬２６６３－
１）

平成17年4月15日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5299
伊豆森林組合
（下田市河内３９９）

造林請負事業
保育間伐　14.10ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年11月29日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5300
伊豆森林組合
（下田市河内３９９）

造林請負事業
下刈　15.91ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年6月29日 2,694,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5301
伊豆森林組合
（下田市河内３９９）

仁科森林水環境総合整備事業
植付  1,000本
本数調整伐　39.24ha
丸太筋工  400m

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年10月27日 9,660,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5302
伊豆森林組合
（下田市河内３９９）

大鍋(南)保安林改良事業
本数調整伐　21.50a

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年9月21日 4,456,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5303
独身寮運営委託
炊事・清掃等一式

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年4月1日 2,580,000

炊事用務が主業務で勤務時間の形態が変則であるた
め、近辺において他に契約する者がなく、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5304
天城林業（有）
（伊豆市湯ヶ島２３２８）

造林請負事業
下刈　14.68ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年6月29日 2,348,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5305
天城林業（有）
（伊豆市湯ヶ島２３２８）

造林請負事業
改植作業外　1.81ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年9月20日 4,950,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5306
天城林業（有）
（伊豆市湯ヶ島２３２８）

那賀川保安林改良事業
本数調整伐　22.91ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年9月21日 4,420,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5307
天城林業（有）
（伊豆市湯ヶ島２３２８）

製品生産請負事業
172m3

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成18年3月3日 2,136,195
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5308
天城林業（有）河津支店
（静岡県賀茂郡松崎町池代２５
２）

造林請負事業
高齢級間伐　468m3

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年4月28日 8,845,844
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5309
田方森林組合
（伊豆市八幡７６１－１）

八丁複層林型保安林整備推進事業
地拵・植付  0.64ha
本数調整伐  22.68ha
丸太筋工  1,200m

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年10月27日 8,610,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5310
田方森林組合
（伊豆市八幡７６１－１）

踊り子生活環境保全林整備事業
地拵・植付  1.77ha
本数調整伐  4.47ha

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年10月27日 8,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5311
土屋興業（株）
（伊豆市市山７８７－１）

造林請負事業
保育間伐　1,144m3

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成17年10月20日 22,690,964
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5312
日本通運（株）沼津支店
（沼津市本字下中溝６０３－２）

引越運搬業務
伊豆森林管理署、吉奈・猫越・狩
野森林事務所、筏場・大見・熱海
森林事務所　一式

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長
佐藤　修
（静岡県伊豆市牧之郷５４６－
５）

平成18年3月14日 1,473,255 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5313
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園１―１１―３０）

松くい虫防除地上散布(君ヶ浜国
有林)請負
地上散布　50ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年5月25日 4,501,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5314
丸一建設（株）
（勝浦市勝浦１２５）

筒森(杉戸)林道改良工事
牛ｹ台国有林20林班
自：17.6.1
至：17.6.28

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年6月1日 3,780,000
施工対象箇所は車両の運行に支障をきたしており、
事業実行上早急に復旧が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 ―
１７年度限
り

5315
企業組合千葉県森林整備協会
（富津市宝竜寺３２）

造林請負事業
下刈　10.44ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年7月5日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5316
企業組合千葉県森林整備協会
（富津市宝竜寺３２）

地域総合防火対策事業
本数調整伐　13.22ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成18年2月14日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5317
君津市森林組合
（君津市西粟倉１３５）

下大前倉地区保安林改良事業
本数調整伐　7.48ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年11月15日 1,396,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5318
市原市森林組合
（市原市飯給１０７９）

製品生産請負事業
580㎥

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年9月1日 7,510,267
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5319
市原市森林組合
（市原市飯給１０７９）

造林請負事業
下刈　17.64ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年7月5日 2,814,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5320
市原市森林組合
（市原市飯給１０７９）

製品生産請負事業
270㎥

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局千葉森林管理事務
所長
中島　勇雄
（千葉県千葉市稲毛区稲毛１－７
－２０）

平成17年12月1日 3,625,581
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5321
（株）あすなろ東京支社
（東京都文京区大塚３－２８－
７）

事業附属寄宿舎運営委託

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成17年4月1日 2,646,000

炊事用務が主業務で勤務時間の形態が変則であるた
め、近辺において他に契約する者がなく、競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5322
（有）瑞穂興産
（甲斐市西八幡３９８７－６３）

造林請負事業
松くい虫被害木伐倒玉切
774本、366m3

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成18年1月6日 2,034,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5323
（有）藤原造林
（甲斐市大下条６５５－１）

造林請負事業
松くい虫被害木伐倒玉切
632本、480m3

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成18年1月6日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5324
クボタシステム開発（株）
（大阪市浪速区敷津東１－２－４
７）

治山事業所治山台帳電子化業務

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成18年2月2日 3,150,000

県への事業移管予定に伴い、治山台帳データを県の
システムに入力（移行）する業務であり、県のシス
テムを構築・開発した者と契約することが有利な価
格をもって契約することができることから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り



5325
建物賃貸借
2戸

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成17年4月1日 1,364,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5326
南部町森林組合
（山梨県南巨摩郡南部町内船７７
５４―１）

上佐野地区第１保安林改良事業
本数調整伐  22.79ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成17年10月26日 3,685,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5327
望月林業（有）
（山梨県南巨摩郡南部町南部７６
３５）

造林請負事業
保育間伐　77m3

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成17年10月26日 1,391,120
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5328
望月林業（有）
（山梨県南巨摩郡南部町南部７６
３５）

上佐野地区第２保安林改良事業
本数調整伐　12.83ha

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局山梨森林管理事務
所長
山根　則彦
（山梨県甲府市宮前町７－７）

平成17年10月26日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5329
（株）群電
（前橋市南町１―１０―１０）

電話交換設備保守料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 1,560,000

構内交換電話設備保守に当たっては、内線回線設備
の配線等に関する知識を有し、故障時における迅速
な対応と適切な保守管理が求められる。当局が導入
しているデジタル交換機及び内線配線等について
は、同社が施工しており、修理部品の調達等は他社
では取扱いできないこと、また、過去の実績から迅
速な対応及び適切な保守管理ができると認められる
ので同社を選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5330
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

公売広告案内製作　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　12,416部

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月2日 4,215,608

本業務は、国有林野事業における林産物販売に係る
公売案内書の作成業務であり、特に内容の正確性、
作成期限の厳守等を必要とするので、本業務を確実
に履行できて信用確実な者を選定する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5331
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

証拠書類編纂作業

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 12,176,307

当該業務は、計算証明規則等の関係法規等を詳細に
熟知していないと実行が困難な業務であり、また、
計算証明証拠書類を取り扱うので機密保持が特に必
要であることから他に委託者がいないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5332
（株）あすなろ前橋支社
（前橋市荒牧町２９６－１　レジ
デンス荒牧１０５）

電動刈払機用電池購入
100個

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月10日 3,885,000
電動刈払機及びその電池は、（株）あすなろ以外に
販売者がおらず、競争性がないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5333
（株）アルファー企画
（前橋市下小出町３－２４－４）

インターネットホームページ更新
料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年5月16日 2,100,000
契約相手方は、関東森林管理局ホームページ作成の
実績があり、契約履行の状況も良好であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5334
（株）インボイス
（東京都港区芝４－１－２３）

電話料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月2日 1,611,146
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5335
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲３－３－３　
豊洲センタービル）

官庁会計事務データ通信システム
センター設備使用料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 15,390,740
契約の相手方が特定の社に限定されるものであり、
会計法第２９条の３第５項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5336
（株）梶建築設計事務所　
（前橋市荒牧町４－１－２１）

塩那紫塚宿舎新築工事監理業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月8日 2,835,000

建築工事の工事監理業務は、設計内容を熟知し専門
的な知識・技術を有する者の的確かつ適切な判断・
指示が要求されるところである。このことから、宿
舎新築工事の設計を実施（一般競争入札）し、設計
内容等を熟知した信用確実で実績のある同社を選定
した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5337
（株）聖建築設計事務所
（東京都中野区中野３―４３―１
７）

伊豆森林管理署庁舎新築工事監理
業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年10月28日 2,992,500

建築工事の工事監理業務は、設計内容を熟知し専門
的な知識・技術を有する者の的確かつ適切な判断・
指示が要求されるところである。このことから、庁
舎新築工事の設計を実施（一般競争入札）し、設計
内容等を熟知した信用確実で実績のある同社を選定
した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5338
（株）聖建築設計事務所
（東京都中野区中野３―４３―１
７）

水戸合宿所改修工事監理業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年11月7日 1,207,500

建築工事の工事監理業務は、設計内容を熟知し専門
的な知識・技術を有する者の的確かつ適切な判断・
指示が要求されるところである。このことから、宿
舎新築工事の設計を実施（一般競争入札）し、設計
内容等を熟知した信用確実で実績のある同社を選定
した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5339
（株）中央不動産鑑定所
（東京都中央区日本橋３－５－１
４）

不動産鑑定報酬料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月20日 3,802,050

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5340
（株）中央不動産鑑定所
（東京都中央区日本橋３－５－１
４）

不動産鑑定報酬料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月22日 1,936,200

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5341
（株）電通
（東京都港区東新橋１－８－１）

 足尾治山事業着工５０周年記念
事業企画業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年3月8日 2,625,000

当該事業の目的を達成するには、幅広い知見を有し
た民間事業者のイベント企画能力、実行力と国有林
の治山事業に関するノウハウを合致させることが必
須であることから、不特定多数の者に対する事業企
画書案の募集を公告により行い、事業内容や業務遂
行能力が最も優れた者を選定する手続きを経た上
で、その者を契約の相手方とする企画競争型の契約
を締結するものであり、会計法第２９条の３第４項
に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5342
（株）富士不動産鑑定所
（東京都中央区日本橋茅場町２－
１４－１）

不動産鑑定報酬料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月20日 1,729,350

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5343
（株）富士不動産鑑定所
（東京都中央区日本橋茅場町２－
１４－１）

不動産鑑定報酬料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月22日 1,189,650

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5344
（財）日本自然保護協会
（東京都千代田区三番町５－２４　
山路三番町ビル３Ｆ）

平成１７年度自然再生推進モデル
事業

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月28日 19,977,605

　本調査は赤谷プロジェクトエリアにおいて生物多
様性の確保に向けた取組を将来にわたって計画的に
実施するため、ＮＰＯ等との連携を図りつつ自然環
境の把握を行うものであり、当局と生物多様性復元
計画の協定を締結している等、極めて高い専門知
識、技術等が求められ、信用確実な事業者を選定す
る必要があるため。
 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5345
（財）日本自然保護協会
（東京都千代田区三番町５－２４　
山路三番町ビル３Ｆ）

平成１７年度緑の回廊モニタリン
グ調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年7月28日 4,981,904

　本調査は「緑の回廊」におけるモニタリング方法
の整理・検証を行い、今後の設定及び取扱いに反映
させるものであり、前年度の調査結果を踏まえて実
施する必要があることに加え、極めて高い専門知
識、技術等が求められ、信用確実な事業者を選定す
る必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5346
（財）日本自然保護協会
（東京都千代田区三番町５－２４　
山路三番町ビル３Ｆ）

平成１７年度小笠原国有林南島モ
ニタリング調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月16日 3,150,000

本調査は南島における植生回復工事や入り込み者等
が植生等環境に及ぼす影響をモニタリングし、利用
の範囲や自然環境対策を検討するものであり、南島
の動植物調査の豊富な経験及び南島を取り巻く状況
等にも精通していることに加え、極めて高い専門知
識、技術等が求められ、信用確実な事業者を選定す
る必要があるため。
 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5347
（有）ナガイコーポレーション
（前橋市川原町１１０－１）

建物賃貸借料　　　　　　　　　　
　　　　　２戸

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 1,320,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5348
（有）黒岩商事
（群馬県吾妻郡嬬恋村三原４８１
－７）

建物賃貸借料　　　　　　　　　　
　　　３０戸

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 19,080,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5349
（有）林友商事
（前橋市下新田町４６０－８９）

事務委託契約

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 7,980,605

同社は、国有林野事業での豊富な経験と当該業務に
精通した社員を雇用しており、かつ履行し得る実績
があり信用確実である。当該委託業務は、会計法規
に基づく専門的知識と幅広く書類の内容を熟知して
いないと関連する証拠書類編纂業務に支障が生ずる
重要な業務であり、また、支払書類の内容をテェッ
クするので機密保持が特に必要であることから他に
委託者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5350

ＮＴＴコムウェア・ビリングソ
リューション（株）
（東京都品川区西五反田２－２０
－１　第２８興和ビル５Ｆ）

電話料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年12月1日 1,648,640
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5351

ＮＴＴコムウェア・ビリングソ
リューション（株）
（東京都品川区西五反田２－２０
－１　第２８興和ビル５Ｆ）

電話料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年12月28日 1,750,200
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5352

ＮＴＴコムウェア・ビリングソ
リューション（株）
（東京都品川区西五反田２－２０
－１　第２８興和ビル５Ｆ）

電話料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月1日 1,645,566
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5353
ヤマト運輸（株）群馬主管支店
（前橋市下佐鳥町４７８）

運送料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月25日 1,114,600 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5354
リコー販売（株）
（東京都中央区銀座８－１８－１
１）

複写機保守料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 2,276,170

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5355
（株）オオタヤ
（前橋市問屋町１―１０―７）

電子複写機賃貸借料及び保守管理
料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 7,676,355

複写機賃貸・保守管理については、一般競争を行っ
た場合、改めて新機種を賃貸借することとなり再度
撤去・設置費用等を要することとなるから、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できる
ので、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5356
建物賃貸借料　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　３戸

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 2,340,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5357
建物賃貸借料　　　　　　　　　　
　　　　　　　５戸

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 3,120,000

契約の目的物件は、国家公務員宿舎法に基づく宿舎
設置計画により設置が認められた代替性のないもの
であり、契約の性質及び目的が競争を許さないこと
から会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5358
国土防災技術（株）
（前橋市南町３－７１－４）

万座地区熊池上部地すべり事業効
果判定調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年8月10日 3,675,000

地すべり調査の委託等既済の調査等と密接不可分の
関係にあり、既済の調査等を実施した者以外の者に
調査等をさせる場合、既済の調査等の使用に著しい
支障が生じるおそれがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5359
国土防災技術（株）
（前橋市南町３－７１－４）

伏野地区（大抜）外４地すべり防
止事業経過観測調査

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年6月9日 10,290,000

地すべり調査の委託等既済の調査等と密接不可分の
関係にあり、既済の調査等を実施した者以外の者に
調査等をさせる場合、既済の調査等の使用に著しい
支障が生じるおそれがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5360
佐川急便（株）
（前橋市上増田町２５８－１４）

物品運送料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 1,884,483 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5361
住信・松下フィナンシャルサービ
ス（株）首都圏松下支店
（東京都北区王子１－１２－４）

ファクシミリ通信装置の賃貸料及
び保守料

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 1,570,800

局署等のファックスについて、同社と賃貸借及び保
守の契約を行っていたところ、前年度で自動更新契
約が満了となったが、この契約の履行は局署の円滑
な業務運営に直結するものであるので、これまでの
実績等から確実に契約を履行できる者を選定する必
要があったため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5362
小野建設（株）
（三島市谷田６０－３）

伊豆森林管理署宿舎擁壁工事　　　
　　擁壁工106.99ｍ　　　　　　
　　　自18.3.1　　　　　　　　
　　　　　　　　至18.3.27

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月27日 7,200,000

当該工事は、履行中の伊豆森林管理署庁舎新築工事
に附随するものであり、安全かつ確実な施工が行わ
れるには、現に履行中の契約者以外の者に履行させ
ることは不利と認められるため。（会計法29条の3
第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5363
生光会診療所　
（東京都板橋区小茂根３－１３－
１）

春期一般健康診断

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年12月19日 16,507,797

 健康診断については、振動障害認定者等の特殊健
康診断を実施するため特殊な技能や測定機器が必要
であること。また、巡回する範囲が１都１０県と広
範な区域を一定期間内に検診しなければならないた
め、長年の経験と測定機器を有する特定の者と契約
しなければ適正な健康診断等の実施が困難であり、
さらには、個人情報の保護についても確実に履行さ
れなければならないことから競争を許さないことに
より会計法第２９条の３第４項に該当するため。

 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5364
生光会診療所　
（東京都板橋区小茂根３－１３－
１）

秋期特殊健康診断

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年2月28日 4,712,091

 健康診断については、振動障害認定者等の特殊健
康診断を実施するため特殊な技能や測定機器が必要
であること。また、巡回する範囲が１都１０県と広
範な区域を一定期間内に検診しなければならないた
め、長年の経験と測定機器を有する特定の者と契約
しなければ適正な健康診断等の実施が困難であり、
さらには、個人情報の保護についても確実に履行さ
れなければならないことから競争を許さないことに
より会計法第２９条の３第４項に該当するため。

 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5365

東芝テックビジネスソリューショ
ン（株）
（新潟市万代２－３－１６　リ
バービューＳＤビル）

コピーセット代
52個

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
佐藤　和彦
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成18年3月1日 2,238,600
既設のコピー機の保守契約をメーカー関連のサービ
ス会社と行うものであり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5366
藤田テクノ（株）
（高崎市飯塚町１１７４―５）

冷暖房設備保守業務

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
荒木　喜一郎
（群馬県前橋市岩神町４－１６－
２５）

平成17年4月1日 2,572,500

当局の冷暖房設備は、同社の関連会社が施工したも
ので、この設備の修理部品等は他社では取扱いでき
ないこと、また、同社は当局の冷暖房設備全般に精
通しており資産信用とも確実であるので選定した。
（会計法２９条の３第４項）

 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5367
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

運営委託料一式　　　　　　　　　
（静林荘）　　　　　　　　
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 5,534,677
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5368
（財）公衆保健協会
（名古屋市中村区二ツ町４－４）

定期健康診断等　　　　　　
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 4,260,637

①過去のデータ比較により行うことが重要②一般・
特殊健康診断及び運動機能検査を一元的に実施しう
る設備を有していること③健康診断であり個人情報
の保護の確保上など信用確実な者であることから会
計法29条の３第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5369
（財）中部公衆医学研究所
（飯田市高羽町６丁目２－２）

定期一般健康診断等　　　　　　
17.4.1～8.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 5,500,366

①過去のデータ比較により行うことが重要②一般・
特殊健康診断及び運動機能検査を一元的に実施しう
る設備を有していること③健康診断であり個人情報
の保護の確保上など信用確実な者であることから会
計法29条の３第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5370
中野市長
（中野市三好町1-3-19）

小田中公務員宿舎敷賃貸借契約一
式　　　　　　　　　　　　　　　
17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年4月1日 1,501,470

地方公共団体を相手方とした、既存の公務員宿舎敷
の賃貸借契約であり、代替性のないものであること
から契約の性質及び目的が競争を許さないため会計
法第２９条の３第４項に該当する。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5371
庁舎敷借地料　　　　　　　　　　
　（中信森林管理署庁舎敷）

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年4月1日 5,579,000
事業用地の取得であることから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5372
糸魚川市長
（糸魚川市一の宮1-2-5）

事務所敷借地料（姫川治山）　　　
　　　　　17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年4月1日 2,694,000
事業用地の取得であることから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5373
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

合宿所炊事・清掃請負　　    　
（姫川治山）               
17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年4月1日 3,591,000
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5374
伊那合宿所運営委託　　　　　　
17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年4月1日 3,199,350
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5375
（有）高遠興産
（伊那市大字伊那１５５８－１）

沢山造活生産請負事業、490m3、
h17.4.15～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年4月15日 9,987,292
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　（山元全
幹）
123.000㎥ま
で
14,100
123.001㎥か
ら
6,100
（最終普
通）
122.000㎥ま
で
20,100
122.001㎥か
ら
12,100
（伐   倒）
69,000

5376
細川木材（株）
（長野県諏訪郡富士見町富士見１
０７０９）

星ヶ塔生産請負事業、410m3、
h17.4.15～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年4月15日 6,385,531
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　　　　
205.000㎥ま
で
21,500
205.001㎥か
ら
11,600

5377
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村大字春日
２１０８－２）

保安林整備事業請負（改植地拵
外、陣ヶ沢）16.93ha            
    17.4.28 ～ 17.6.30

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年4月27日 1,438,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5378
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h17.4.14～
h17.4.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月15日 4,364,640

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　販売
椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5379
（株）中田工務店
（富山市婦中町分田157）

森林管理署事務所賃貸借一式     
               17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年4月1日 9,122,400

平成１６年度に庁舎敷きを売り払い、庁舎新築まで
事務所を借り上げており、他の物件を賃借すること
が著しく不利となり競争を許さないことから、会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１８年度限
り

5380
（株）中田工務店
（富山市婦中町分田157）

森林管理署駐車場賃貸借一式     
     17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年4月1日 1,320,000

平成１６年度に庁舎敷きを売り払い、庁舎新築まで
事務所を借り上げており附属する駐車場を賃借して
いるが、新たな物件を賃借することが著しく不利と
なり競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

その他 ―
１８年度限
り

5381
山長土地（株）
（富山市宝町1-3-16）

森林管理署駐車場賃貸借一式     
     17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年4月1日 2,000,000

平成１６年度に庁舎敷きを売り払い、庁舎新築まで
事務所を借り上げており、事務所に隣接する駐車場
を賃借しているが新たな物件を賃借することが著し
く不利となり競争を許さないことから、会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１８年度限
り



5382
事業付属寄宿舎運営委託一式　　　
　　　17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年4月1日 3,578,400
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

5383
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

造林事業請負　(植付、上小鳥）
3.61ha  　　　　　　　　　　　
17.4.26 ～ 17.5.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年4月25日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5384
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

望岳寮運営委託　　　　　　
17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年4月1日 4,032,000

当合宿所は、職員の利用を前提とした営利を目的と
しない宿泊施設であり、信用確実の者と契約するこ
とが適当であることから予決令第１０２条の４第３
号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5385
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

庄川治山事業所運営委託　　　　　
炊事・清掃1式　　　　　　　　　
17.5.1～17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年4月26日 2,160,900

当事業所は、職員の利用を前提とした営利を目的と
しない宿泊施設であり、信用確実の者と契約するこ
とが適当であることから予決令第１０２条の４第４
号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5386
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

根尾治山事業所炊事等の業務　　　
炊事・清掃1式　　　　　　　　　
17.5.1～17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月27日 2,205,000
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5387
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

造林事業請負（植付、落合）
8.92ha                   
17.4.29 ～ 17.5.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月28日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5388
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

椹谷８(高齢級間伐)、200m3、
h17.5.17～h17.8.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月27日 6,204,519
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
素材（山元
普通材）
15.000㎥ま
で
28,200
15.001㎥か
ら
11,800
素材（最終
普通材）
100.000㎥ま
で
27,000
100.001㎥か
ら
10,800
（伐   倒）
88,400

5389
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

素材検知請負、6,390m3、
h17.4.28～h18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月27日 4,549,169

事業経営上の素材の検知業務を行うものであり、検
知業務に関する知識を有している等の条件を満たし
ている必要があることから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
山元 850
最終 760

5390
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

巻立請負事業、5,270m3、
h17.4.28～h18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月27日 9,532,860

事業経営上の素材の巻立業務を行うものであり、巻
立業務に関する知識を有している等の条件を満たし
ている必要があることから、会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
巻立　2,000
除雪　　　
40



5391
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

寮運営委託　　　  　　　
17.4.11～18.3.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月1日 3,213,000
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5392
コマツレンタル岐阜（株）
（中津川市茄子川字堤下２０７７
－２８５）

トラクタショベル貸借料
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月1日 2,222,850

山間地域において林道事業の保守管理を行うため、
事業地に近接し必要な業務を履行できる受注者は特
定されており会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5393
コマツレンタル岐阜（株）
（中津川市茄子川字堤下２０７７
－２８５）

ダンプトラック貸借料
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月1日 1,229,760

山間地域において林道事業の保守管理を行うため、
事業地に近接し必要な業務を履行できる受注者は特
定されており会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5394
東濃森林整備共同事業体
（中津川市付知町１９０７－１）

造林事業請負（植付外、上村恵
那）7.69ha               
17.4.23 ～ 17.7.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月22日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5395
東濃森林整備共同事業体
（中津川市付知町１９０７－１）

造林事業請負（植付外、湯舟沢）
6.94ha                    
17.4.23 ～ 17.7.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月22日 1,512,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5396
東濃森林整備共同事業体
（中津川市付知町１９０７－１）

保安林整備事業請負（天Ⅰ植付、
付知裏木曽）4.21ha　　　 
17.4.27 ～ 17.5.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月26日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5397
東濃森林整備共同事業体
（中津川市付知町１９０７－１）

造林事業請負　（高齢級間伐）、
290m3、h17.4.28～h18.8.8

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年4月27日 5,892,689
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
145m3まで
20,160　　　
　145m3以上
12,600

5398
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

造林事業請負（植付、段戸）
14.31ha                   
17.4.9 ～ 17.4.30

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長 梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年4月8日 4,935,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5399
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町９３）

運営委託料一式　(青林寮）　　　
　　　17.4.11～18.3.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長 梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年4月1日 3,722,040
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5400
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負
（下刈外、段戸）64.16ha        
                              
    17.4.15 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長 梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年4月14日 7,665,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5401
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

生産事業請負(段戸68）、900m3、
h17.4.20～h18.1.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長 梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年4月19日 13,641,645
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元普
通）

75.000m
3
まで

18,500

75.001m
3
から

14,500
（最終普
通）

375.000m
3
ま

で
14,500

375.001m
3
か

ら
10,700

5402
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

生産事業請負(甚古山233外2）、
910m3、h17.2.20～h17.11.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長 梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年4月9日 8,478,178
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

455.000m
3
ま

で
12,900

455.001m
3
か

ら
8,700
（伐倒）
22.80ha
127,000

5403
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

生産事業請負(木曽1素材生産）、
400m3、h17.4.13～h17.6.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 8,568,734
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元全
幹）

50.000m
3
まで

23,900

50.001m
3
から

7,500
（最終普
通）

150.000m
3
ま

で
29,000

150.001m
3
か

ら
8,400

5404
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

生産事業請負(木曽2素材生産）、
500m3、h17.4.13～h17.7.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 10,318,293
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

250.000m
3
ま

で
30,000

250.001m
3
か

ら
7,000

5405
王滝林業（有）
（長野県木曽郡王滝村4563番地
2）

生産事業請負(木曽3素材生産）、
1.210m3、h17.4.13～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 23,449,756
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

605.000m
3
ま

で
33,600

605.001m
3
か

ら
8,400



5406
（有）島尻木材
（長野県木曽郡王滝村2716）

生産事業請負(木曽4素材生産）、
1,140m3、h17.4.13～h17.9.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 18,793,195
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

550.000m
3
ま

で
19,900

550.001m
3
か

ら
6,100

5407
（有）島尻木材
（長野県木曽郡王滝村2716）

生産事業請負(木曽5素材生産）、
390m3、h17.4.19～h17.7.29

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月19日 10,646,932
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

195.000m
3
ま

で
47,900

195.001m
3
か

ら
8,100

5408
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町7番
地）

生産事業請負（木曽素材運搬(夏
期）上松）、5,700m3、h17.4.13
～h17.1130

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 19,071,863
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
上垂外　
2,500
黒石外　
2,800

5409
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町7番
地）

生産事業請負（木曽素材運搬(夏
期）王滝）、6,300m3、h17.4.13
～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 15,664,987
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
ヘリ外　
2,500
大助谷　
2,800

5410
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町7番
地）

生産事業請負（木曽素材運搬(夏
期）藪原）、4,300m3、h17.4.13
～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月13日 3,056,045
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
塩沢　2,600
奥峰沢外
2,500

5411
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負　（植付外）
22.94ha                   
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,499,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5412
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負（植付外）   
17.82ha                  
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,845,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5413
上松森林組合
（長野県木曽郡上松町栄町2丁目
667番地）

造林事業請負（天Ⅰ植付外）
27.14ha                  
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,572,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5414
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（補植）     
10.37ha                 
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 1,039,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5415
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負（補植外）    
36.81ha                     
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,362,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5416
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負（補植）       
17.85ha                 
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,089,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5417
（有）松橋林工
（中津川市加子母1462-11）

造林事業請負（補植）     
32.75ha                 
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5418
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負　（植付外）
22.94ha                   
17.4.22 ～ 17.6.13

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月21日 2,499,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5419
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

土場管理委託請負、5,743h、
h17.4.1～H18.3.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月1日 9,084,558

土場管理委託は、椪積された材の安全対策・品質管
理等貯材管理に関して専門知識を熟知していなけれ
ば遂行できない業務であり、知識と経験を有し、か
つ信用確実な者を選定する必要があり、競争を許さ
ないことから会計法29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　1460

5420
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

検知・巻立請負事業、23,790m3、
h17.4.25～h18.3.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月25日 57,308,630

事業運営上の素材の巻立・検知業務を行うものであ
り、巻立・検知業務に関する知識を有している等の
条件を満たしている必要があることから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　　　　　
　　　素材
検知（人工
林）  840
素材検知
（天然林）  
660
素材巻立
（人工林）
2,060
素材巻立
（天然林）
1,300
選木仕分
（人工林）
1,280
選木仕分
（天然林）  
800 
  
 
卸込み

5421
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h17.5.1～
h17.5.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月26日 3,499,860

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　販
売椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5422
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

上松合宿所運営委託事業　　　　　
　　17.4.15～18.3.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年4月14日 3,300,000
業務内容の特殊性、及びこれまでの契約履行の実績
等から信用確実であることから会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

5423
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負　（植付、阿寺）   
 6.67ha                  
17.4.15 ～ 17.5.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年4月14日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5424
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村2108-2）

造林事業請負　（植付、阿寺）   
   6.28ha                   
17.4.15 ～ 17.5.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年4月14日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5425
南木曽町森林組合
（長野県木曽郡南木曽町3994）

造林事業請負　（植付）   
18.01ha                 
17.4.15 ～ 17.6.10

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年4月14日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5426
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

平成１７年度土場管理委託、
3,904h、h17.4.1～h18.3.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年4月1日 4,684,050

土場管理委託は、椪積された材の安全対策・品質管
理等貯材管理に関して専門知識を熟知していなけれ
ば遂行できない業務であり、知識と経験を有し、か
つ信用確実な者を選定する必要があり、競争を許さ
ないことから会計法第29条の3第4項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　1,500

5427
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

素材検知・巻立業務請負、
16,000m3、h17.4.25～h18.3.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年4月25日 44,483,996

事業運営上の素材の巻立・検知業務を行うものであ
り、巻立・検知業務に関する知識を有している等の
条件を満たしている必要があることから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　　　　　
　　　(三
殿・野尻土
場)素材検知
（人工林）  
850
素材検知
（天然林）  
650
(山元土場)  
        検
知人工林
（全幹）550
検知人工林
430
検知天然林
1,000
　(三殿・野
尻土場) 
  
 
巻立人工林
2,000
巻立天然林

5428
栄村森林組合
（長野県上水内郡栄村大字北信
3433）

北信２鳥甲製品生産事業請負契約
一式、360m3、h18,5,30～
h18,11,18

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年5月30日 6,526,468
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　伐
採・集運材
12,915　　　
　　　　　　
　　　　　　
伐採　　　　

5429
長野森林組合
（長野市大字長野東之門町2462）

北信３飯綱山製品生産事業請負契
約一式、580m3、h18.5.30～
h18,1031

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年5月30日 11,786,496
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　伐
採・集運材
14,175　　　
　　　　　　
　　　　伐
採　　　　　

5430
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

山元検知請負事業契約一式、
2,230m3、h185.30～h19.2,10

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年5月30日 1,516,302

事業運営上の必要に基づき素材の検知業務を行うも
のであり、検知業務に関する知識を有している等の
条件を満たしている必要があることから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　　672

5431
長野県森林組合連合会
（長野市中御所30-16）

伊那木材センタ－検知請負事業、
2,550m3、h17.5.13～h18.3.25

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年5月13日 2,003,899

事業運営上の必要に基づき素材の検知業務を行うも
のであり、検知業務に関する知識を有している等の
条件を満たしている必要があることから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　　　720

5432
平澤林産（有）
（伊那市西春近4105）

大平生産請負事業、700m3、
h17.5.19～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年5月19日 16,898,288
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
350.000㎥ま
で
21,200
350.001㎥か
ら
14,800



5433
平澤林産（有）
（伊那市西春近4105）

横川生産請負事業、390m3、
h17.5.27～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年5月27日 8,297,546
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
195.000㎥ま
で
22,500
195.001㎥か
ら
13,500

5434
平澤林産（有）
（伊那市西春近4105）

横川造活生産請負事業、420m3、
h17.5.27～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年5月27日 3,897,611
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
（山元全
幹）
85.000㎥ま
で
10,900
85.001㎥か
ら
5,900
（最終普
通）
125.000㎥ま
で
19,500
125.001㎥か
ら
15,100
（伐　　
倒）

5435
上伊那素材生産事業協同組合
（伊那市大字伊那274-1）

黒河内造活生産請負事業、
920m2、h17.5.27～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1799-1）

平成17年5月27日 14,196,334
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

（山元全
幹）
230.000㎥ま
で
13,700
230.001㎥か
ら
6,500
（最終普
通）
230.000㎥ま
で
21,300
230.001㎥か
ら
13,900
（伐　倒）
31,700

5436
南大野森林組合
（高山市朝日町万石820）

造林事業請負　(除伐外、寺附）
64.36ha  　　　　　　　　
17.6.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　
眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年5月31日 13,230,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5437
高山市森林組合
（高山市赤保木町297）

造林事業請負　(除伐外、宮）
36.52ha  　　　　　　　　　　　
17.6.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　
眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年5月31日 7,770,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5438
（有）大原林産
（高山市清見町大原121）

保安林整備事業請負(下刈、麦
島）16.39ha  　　　　　　
17.6.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年5月31日 1,923,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5439
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

馬瀬萩５素材生産事業、
1,200m3、h17.5.21～h17.12.22

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年5月20日 26,030,767
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元普
通）

75.000m
3
まで

24,500

75.001m
3
から

15,700
（最終普
通）

525.000m
3
ま

で
22,900

525.001m
3
か

ら
14,700

5440
加子母運輸（株）
（中津川市加子母5530-2）

素材運搬請負（馬瀬萩５号山）、
1,050m3、h17.5.28～h17.12.22

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年5月27日 2,244,428
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
夏期1,900
冬期2,300

5441
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（除伐２類、湯舟
沢）13.13ha 　　　　　　　　 
17.5.27 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年5月26日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5442
東濃森林整備共同事業体
（中津川市付知町1907-1）

造林事業請負（除伐外、阿木恵
那）26.62ha  　　　　　　
17.5.27 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年5月26日 5,670,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5443
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

生産事業請負(段戸23）、400m3、
h17.5.10～h17.9.30

分任支出負担行為担当官　　　　　
愛知森林管理事務所長　　　　　　
梶　英行　　　　　　　　　　　
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年5月9日 4,220,156
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元普
通）

60.000m
3
まで

7,000

60.001m
3
から

7,000
（最終普
通）

80.000m
3
まで

18,900

80.001m
3
から

8,700
（伐倒）
4.54ha
159,700

5444
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

造林事業請負（地拵外、段戸）
52.67ha                  
17.5.28 ～ 17.12.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長　梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年5月27日 8,085,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5445
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負（カモ柵新設）
1.16ha                  
17.5.31 ～ 17.7.20

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月30日 1,659,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5446
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負（カモ柵新設）
2.64ha                  
17.5.31 ～ 17.7.20

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月30日 3,003,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5447
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（カモ柵新設）
4.04ha                  
17.5.31 ～ 17.7.20

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月30日 1,942,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5448
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（カモ柵新設）
6.18ha                    
17.5.31 ～ 17.7.20

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月30日 3,129,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5449
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負　（忌避剤、阿寺）
66.80ha                 
17.5.21 ～ 17.11.21

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年5月20日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5450
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負(忌避剤、阿
寺)  198.00ha                
17.5.24 ～ 17.11.21

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年5月23日 4,935,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5451
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

造林事業請負（高齢級間伐）  
(木曽6素材生産）、700m3、
h17.5.11～h17.10.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月11日 13,989,432
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
(最終普通）

350.00m
3
まで

33,400

350.001m
3
か

ら
8,600

5452
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

生産事業請負(木曽7素材生産）、
1880m3、h17.5.12～17.12.25

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月11日 38,594,262
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

940.000m
3
ま

で
25,900

940.001m
3
か

ら
9,100

5453
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

生産事業請負(木曽8素材生
産）,400m3､h17.5.19～h17.10.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月19日 7,617,841
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

200.000m
3
ま

で
29,100

200.001m
3
か

ら
4,900

5454
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町２－
４５）

土場活用委託販売　             
         　h17.6.1～h17.6.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年5月30日 2,695,140

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　　
販売椪　
 16,800
返付椪
 12,390

5455

（社）愛知県公共嘱託登記土地家
屋調査協会
（名古屋市中区葵一丁目27-32ｶｲﾌ
ﾋﾞﾙ4F）

登記業務等請負単価契約　　（名
古屋市）　H17.6.24～H17.10.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年6月23日 1,210,444

登記等業務は、専門的技術及び業務に精通している
必要があり、また、情報の機密保持の観点から信用
確実な事業者を選定する必要があったため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



5456
有限責任中間法人山岳環境研究所
（長野県北安曇郡白馬村北城
5089）

常念岳・蝶ヶ岳等特定地理等保護
林のライチョウ生息調査一式

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年6月13日 1,491,000

中部地区に生息するライチョウの生態調査であり、
当該地域の生態系及び環境を熟知し高度な専門的知
識を有しているとともに、高い信頼性を有している
者を選定する必要があり、競争を許さないことから
会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

5457
北信州森林組合　
（飯山市大字静間３８３番地１
４）

造林事業請負
(下刈外、二ツ橋外）            
    4.80ha 18.3km             
      17.6.29 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年6月28日 1,669,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5458
長野森林組合　
（長野市大字長野東之門町２４６
２）

保安林整備事業請負
（下刈、霊仙寺山外）           
          69.06ha             
        17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年6月28日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5459
（財）白馬村振興公社
（長野県北安曇郡白馬村大字北城
6141-4）

管理業務委託
（希少動植物種保護）

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年6月20日 2,755,200

中部山岳地域の希少動物保護のため生態観測及びパ
トロール業務であり、当該地域の生態系及び環境を
熟知し知識を有しているとともに、高い信頼性を有
している者を選定する必要があり、競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5460
あづみ森林組合
（長野県南安曇郡三郷村大字温
4000）

保安林整備事業請負
（下刈）                
14.83ha                        
  17.6.24 ～ 17.9.16

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年6月23日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5461
大北森林組合
（大町市大字平10788-1）

造林事業請負（つる切）     
30.67ha                  
17.6.24 ～ 17.9.9

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年6月23日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5462
南佐久中部森林組合
（長野県南佐久郡小海町大字千代
里3166-1）

造林事業請負
（除伐Ⅱ外）　　　　　　　
17.08ha 　　　　　　　　　　　　
　17.7.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年6月30日 3,444,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5463
（有）山久
（長野県南佐久郡北相木村3783）

造林事業請負
（除伐外）　　　　　　　
25.34ha 　　　　　　　　　　　　
17.7.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年6月30日 5,407,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5464
上伊那森林組合
（伊那市東春近渡場16404-1）

造林事業請負
（つる切・浦外）17.29ha 
17.6.11 ～ 17.8.15

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年6月10日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5465
上伊那森林組合
（伊那市東春近渡場16404-1）

保安林整備事業請負
（下刈・横川外）9.24ha 17.6.11 
～ 17.8.8

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年6月10日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5466
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負
（下刈外・陣ヶ沢外）38.56ha 
17.6.11 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年6月10日 2,572,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5467
飯伊森林組合
（飯田市常盤町30）

保安林整備事業請負
（下刈・大乗坊外）23.40ha 
17.6.14 ～ 17.8.17

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年6月10日 2,268,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5468
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

製品生産事業請負
(木曽9素材生産）､150m3､
h17.6.10～h17､9.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月10日 2,660,046
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
素材(最終普
通材）
75.000㎥ま
で
29,100
75.001㎥か
ら
4,900

5469
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負
（下刈）25.99ha           
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5470
上松森林組合
（長野県木曽郡上松町栄町2丁目
667番地）

造林事業請負
（下刈）43.12ha          
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5471
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負
（下刈）18.06ha          
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 1,522,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5472
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負
（下刈）35.86ha             
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5473
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負
（下刈）25.99ha           
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5474
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（下刈）　　
13.92ha 　　　　　　　　　　　
17.7.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 1,837,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5475
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（下刈外）　
87.75ha 　　　　　　　　　
17.7.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 6,930,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5476
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（下刈外）　
20.07ha 　　　　　　　　　
17.7.2 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 1,417,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5477
上松森林組合
（長野県木曽郡上松町栄町2丁目
667）

造林事業請負（下刈外）　
64.96ha 　　　　　　　　　
17.7.6 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5478
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（下刈）　　
27.49ha             　　　　 
17.7.2 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5479
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

保安林整備事業請負（下刈外）
94.84ha 　　　　　　　　　　
17.7.2 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 8,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5480
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負（下刈外）　
65.15ha 　　　　　　　　　　
17.7.2 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 6,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5481
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（下刈外）　
93.97ha 　　　　　　　　　　　　
17.7.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 9,240,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5482
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（下刈外）　
32.75ha 　　　　　　　　　
17.7.2 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 3,570,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5483
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負（下刈外）　　
28.17ha　　　　　　　　　　 
17.7.2 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 3,118,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5484
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負（下刈外）　
70.50ha 　　　　　　　　　
17.7.2 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 8,190,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5485
（有）松橋林工
（中津川市加子母1462番地11）

造林事業請負（下刈外）140.67ha 
                17.7.2 ～ 
17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月30日 3,118,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5486
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売　　           
                             
h17.7.1～17.7.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成17年6月28日 2,754,360

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　販
売椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5487
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（下刈、伊奈川）
31.03ha                  
17.6.30 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成17年6月29日 2,814,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5488

南木曽町森林組合　
　
（長野県木曽郡南木曽町読書
3994）

造林事業請負（下刈、柿其）
75.20ha 　　　　　　　　　　　
17.6.30 ～ 17.10.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成17年6月29日 7,665,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5489
大桑村森林組合　
　
（長野県木曽郡大桑村160-27）

造林事業請負（下刈、阿寺）
75.56ha                 
17.6.30 ～ 17.10.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成17年6月29日 7,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5490
（有）愛宝産業　
　
（高山市上宝町鼠餅106）

造林事業請負（除伐外、長棟）
15.06ha                 
17.6.21 ～ 17.10.31

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年6月20日 4,158,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5491
（有）日和田林産
（高山市高根町日和田710）

保安林整備事業請負(下刈・野麦
外）38.32ha  　　　　　　
17.6.7 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月6日 8,190,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5492
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

造林事業請負(下刈外・上小鳥
外）44.11ha              
17.6.15 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 7,232,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5493
（有）大原林産
（高山市清見町大原121）

造林事業請負（除伐外・麦島外）
15.52ha  　　　　　　　　　　
17.6.15 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 1,878,607
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5494
（有）森商店
（高山市荘川町牧戸11-1）

造林事業請負（除伐外・六厩川
外）32.12ha  　　　　　　　
17.6.15 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 6,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5495
（有）池田事業所
（飛騨市古川町数河888）

造林事業請負(除伐外・坂ノ谷
外）41.93ha 　　　　　　　 
17.6.15 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 8,925,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5496
（有）愛宝産業
（高山市上宝町鼠餅106）

保安林整備事業請負(下刈・坂ノ
谷外）15.84ha               
17.6.15 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 1,764,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5497
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

保安林整備事業請負(下刈・上小
鳥外）24.55ha 　　　　　 
17.6.15 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 2,394,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5498
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

保安林整備事業請負（下刈外・軽
岡外）62.19ha 　　　　　　　　　
　 17.6.15 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年6月14日 11,550,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5499
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負
（小黒川１素材生産）、600m3、
h17.6.17～h17.10.14

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月16日 7,617,038
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元普
通）

75.000m
3
まで

12,000

75.001m
3
から

9,600
（最終普
通）

225.000m
3
ま

で
10,900

225.001m
3
か

ら
8,500

5500
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

造林事業請負(除伐、落合)　
11.70ha 　　　　　　　　　　
17.6.21 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月20日 2,604,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5501
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

造林事業請負
(下刈外、落合外)58.65ha 
17.6.21 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月20日 16,905,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5502
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

保安林整備事業請負
(下刈外、落合外）11.97ha 
17.6.21 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月20日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5503
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

保安林整備事業請負
(下刈外、門坂外）68.27ha 
17.6.21 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月20日 21,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5504
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町９３）

分収育林事業請負
（保育間伐・大洞外）　H17.6.17
～H17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月16日 5,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5505
郡上森林組合
（岐阜県郡上郡大和町剣82-1）

保安林整備事業請負(下刈・鮎立
中山）19.56ha           
17.6.28 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月27日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5506
揖斐郡森林組合
（岐阜県揖斐郡揖斐川町南方
1973-370）

保安林整備事業請負(下刈外・古
城山外）15.70ha          
17.6.28 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月27日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5507
（有）根尾開発
（本巣市根尾樽見27-7）

官行造林事業請負（保育間伐、下
牧財産区外）42.87ha        
17.6.28 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月27日 8,925,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5508
（株）小林三之助商店
（岐阜市加納天神町4-24）

造林事業請負（保育間伐外、神崎
外）35.08ha             
17.6.28 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年6月27日 8,085,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5509
加子母運輸（株）
（中津川市加子母5530-2）

素材運搬事業請負、1,435m3、
h17.6.16～h18.3.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月15日 2,543,787 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　4林班
(85m3)　
 2,300　
　　
93林班（ 
40m3）
 2,700
114林班
（510m3）
  2,900
2009林班　
（800m3）

5510
栄農運輸（株）
（恵那市上矢作町4007-1）

素材運搬事業請負
（その２）、695m3、h17.6.16～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月15日 4,354,586 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
1042林班
（130m3）
  3,700 
1099林班　
（225m3）
3,400
1073林班　
（340m3） 
   4,000

5511
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町９３）

素材検知巻立請負、h17.6.16～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月15日 7,006,637

事業経営上の必要に基づき素材生産事業を行うもの
であり、検知業務に関する知識を有している等の条
件を満たしている必要があることから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　　　
　　　　　素材
検知（山元）
 (1,680m3)　
 1,100
素材検知（委
託）
  （470m3)
 960　
素材検知（最
終）
人工林(2,075m3)
 760　
　
天然林(125m3)
 540　
　　
素材巻立
人工林(2,075m3)
  2,000
天然林(125m3)　
  1,360　
　
選木仕訳
人工林(20m3)　
  1,480　
天然林(10m3)
  1,260
改椪
人工林(20m3)　
  2,000
天然林(10m3)
 1,660
除雪
  （12,450m3)
   40

5512
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

保安林整備事業請負（下刈、湯舟
沢）18.33ha             
17.6.28 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月27日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5513
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町９３）

田瀬森林水環境総合整備事業
（除伐外、森林整備）6.83ha 
17.6.28 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月27日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5514
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

保安林整備事業請負（下刈、加子
母裏木曽外）34.21ha 　　　
17.6.29 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月28日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5515
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

上村恵那水源流域広域保全事業
(下刈外、森林整備）42.32ha 
17.6.29 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年6月28日 7,140,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5516
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

造林事業請負（保育間伐外、段
戸）22.46ha                  
17.6.9 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官　　　　　
愛知森林管理事務所長　　　　　　
梶　英行　　　　　　　　　　　
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年6月8日 4,914,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5517
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

造林事業請負（除伐外、棚山）
24.14ha 　　　　　　　　　
17.6.9 ～17.12.20

分任支出負担行為担当官　　　　　
愛知森林管理事務所長　　　　　　
梶　英行　　　　　　　　　　　
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年6月8日 4,347,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5518
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

造林事業請負（つる切外、豊橋）
39.86ha                  
17.6.9 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官　　　　　
愛知森林管理事務所長　　　　　　
梶　英行　　　　　　　　　　　
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年6月8日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5519
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負(本数調整
伐・豊橋外）9.82ha       
17.6.10 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官　　　　　
愛知森林管理事務所長　　　　　　
梶　英行　　　　　　　　　　　
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年6月9日 2,037,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5520
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

保安林整備事業請負(下刈、南木
曽)20.19ha               
17.7.1 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年6月30日 2,047,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5521
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負(下刈、阿
寺)95.75ha              17.7.1 
～ 17.10.28

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年6月30日 12,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5522
信州上小森林組合
（上田市大字富士山2464-226）

造林事業請負（松くい虫特別防
除・飯縄山）97.38ha 　　　 
17.6.3 ～ 17.6.17

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年6月2日 5,880,000

松くい虫の防除作業は、被害区域を一斉に行うこと
が肝要であり今回被害区域が狭窄している上田市・
青木村とヘリコプターによる防除作業を一体に行う
こととした、このため既に市村の契約者と契約を締
結することにより錯綜や重複がなく安全に行うこと
が可能なため、競争に付すことが不利と認められる
こたから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5523
信州上小森林組合
（上田市大字富士山2464-226）

造林事業請負（松くい虫伐倒駆
除・飯縄山外）150m3 　　 
17.6.7 ～17.6.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年6月6日 3,700,263
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5524
北信木材生産センター協同組合
（長野市大字穂保字中ノ配342）

製品生産事業請負
(北信１）、1,140m3、h18.7.11～
h18.11.30

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年7月11日 10,818,117
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
山元・全幹
材8,000　　　
            
最終普通材
170.000m3ま
で17,200    
            
      
170 001m3か



5525
川瀬建設（株）
（松本市奈川2327）

大白川林道災害復旧工事  93m 
17.7.26 ～ 17.11.22

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長 田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年7月25日 8,190,000

当該工事は、災害復旧の緊急工事であり、現に履行
中の治山工事と同一箇所に位置し同工事と交錯する
ことから安全かつ確実な施工が行われるには当該者
しかなく、競争を許さないことから会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5526
諏訪森林組合
（茅野市宮川4392-1）

官行造林事業請負（つる切・横川
山）46.87ha              
17.7.13 ～ 17.9.5

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年7月12日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5527
（有）高遠興産
（伊那市伊那1558-1）

造林事業請負（つる切・黒河内）
39.89ha                   
17.7.13 ～ 17.9.13

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年7月12日 2,824,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5528
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

製品生産事業請負
(木曽10素材生産）､1,400m3､
h17.7.7～h17.10.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年7月7日 14,446,825
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

940.000m
3
ま

で
14,400

940.001m
3
か

ら
4,600

5529
王滝林業（有）
（長野県木曽郡王滝村4563番地
2）

製品生産事業請負
(木曽11素材生産）､1,400m3、
h17.7.7～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年7月7日 22,792,536
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
素材(最終普
通材)
700.000m3ま
で
22,300
700.001m3か
ら
5,700

5530
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売　          
17.8.1～17.8.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年7月26日 3,857,070

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　　
販売椪　　　
　16,800　　
　　　　返
付椪　　　　
12,390

5531
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

造林事業請負（保育間伐・カクマ
谷外）10.00ha  　　　　　
17.7.8 ～ 17.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月7日 2,058,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5532
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

造林事業請負
（保育間伐・片平外）H17.7.20～
H17.11.18

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月19日 4,494,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5533
飛騨高山森林組合
（高山市朝日町万石820）

製品生産事業請負
（保育間伐・千間樽）、450m3、
h17.7.22～h17.12.15

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月21日 12,529,047
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材(690m3)
345m3ま
19,700
345m3超過
18,500
伐倒
(47.20ha)
  82,200



5534
（有）大原林産
（高山市清見町大原121）

製品生産事業請負
（保育間伐・竜ヶ峰）、210m3、
h17.7.22～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月21日 4,106,551
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材(210m3)
17,800
伐倒
(11.45ha)
 169,800

5535
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

製品生産事業請負
（保育間伐・大谷）、520m3、
h17.7.22～h17.12.15

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月21日 9,380,771
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
素材(520m3)
260m3まで
19,400
260m3超過
15,000
伐倒
(10.64ha)
184,600

5536
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

検知請負、1,300m3、h17.7.22～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年7月21日 1,340,999
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　　　　　
(1,300m3)
            
870

5537
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町９３）

分収育林事業請負
（保育間伐・七宗外）　H17.7.21
～H18.1.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年7月20日 6,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5538
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

官行造林事業請負（保育間伐・家
谷）13.69ha              
17.7.26 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年7月25日 2,457,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5539
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

製品生産事業請負
（人工林集造材その２）、
674m3、h17.7.12～h18.1.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年7月11日 9,187,151
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
素材（普通
材）337m3ま
で
21,600　
337m3以上
14,400

5540
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

造林事業請負
（間伐）、500m3、h17.7.12～
h17.12.12

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年7月11日 12,212,012
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
素材（普通
材）
250m3まで
21,000　
　　
250m3以上
15,600　
　　
伐倒　
10.75m3　

5541
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

造林事業請負（つる切外・闇苅）
22.23ha                  
17.7.2 ～ 17.12.20

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月1日 4,263,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5542
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・闇苅）11.59ha          
17.7.2 ～ 17.12.20

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月1日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5543
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・犬山外）13.89ha       
17.7.2 ～ 17.12.20

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月1日 3,297,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5544
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

製品生産事業請負
（段戸）、290m3、h17.7.1～
h17.10.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月1日 3,796,932
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
（山元全
幹）
25.000㎥ま
で
15,800
25.001㎥か
ら
12,200
（最終普
通）
120.000㎥ま
で
13,600
120.001㎥か
ら

5545
豊田森林組合
（豊田市足助町横枕3-1）

造林事業請負（除伐２類外・金沢
段戸）17.17ha 　　　　　　　　　
　17.7.5 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月4日 3,234,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5546
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負（下刈・甚古
山）8.91ha                
17.7.5 ～ 17.8.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月4日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5547
利賀村森林組合
（南砺市利賀村５０）

造林事業請負（間伐外、水無）
13.49ha 　　　　　　　　　
17.7.27 ～ 17.9.30

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年7月26日 2,436,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5548
豊田森林組合
（豊田市足助町横枕3-1）

保安林整備事業請負（下刈外・金
沢段戸）13.53ha 　　　　　　　　
17.7.5 ～17.10.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年7月4日 2,184,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5549
長野森林組合　
（長野市大字長野東之門町２４６
２）

造林事業請負（除伐・飯縄山外）
41.98ha                 
17.8.12 ～ 17.10.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年8月11日 11,497,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5550
北信州森林組合　
（飯山市大字静間３８３番地１
４）

造林事業請負（除伐・鳥甲外）
28.80ha                  
17.8.12 ～ 17.10.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年8月11日 6,825,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5551
中信素材生産協同組合
（大町市大字大町3048-2）

製品生産事業請負（金松寺山）、
90m3、h17.8.18～h17.10.21

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年8月18日 2,326,920
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　最終普通
材
　45m3まで
17,900
　45m3超過
16,200



5552
筑南森林組合
（塩尻市大門七番町３番３号）

造林事業請負（除伐外・金松寺山
外）9.22ha  　　　　　　　　　　
17.8.31 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年8月30日 1,743,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5553
あづみ森林組合
（長野県南安曇郡三郷村大字温
4000番地）

造林事業請負（除伐・梓川筋）
6.54ha  　　　　　　　　
17.8.31 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年8月30日 1,617,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5554
筑北森林組合　
（松本市取出1278）

造林事業請負（除伐・大白川）
9.09ha  　　　　　　　　
17.8.31 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年8月30日 2,289,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5555
中信素材生産協同組合
（大町市大字大町3048）

造林事業請負（除伐外・高瀬入
外）5.48ha  　　　　　　
17.8.31 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年8月30日 1,386,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5556
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負(除伐外・南相木山
外) 7.31ha 　　　　　　　　　　
 17.8.8 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年8月5日 1,774,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5557
信州上小森林組合
（上田市大字富士山2464-226）

造林事業請負(地拵外、傍陽山
外)32.16ha 　　　　　 17.8.8 
～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年8月5日 7,056,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5558
内山林業（有）
（佐久市大字内山字千ヶ淵1084-
2）

造林事業請負(除伐２類・荒船山
外)15.44ha  　　　　　　　
17.8.8 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年8月5日 2,961,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5559
南佐久木材協同組合
（佐久市大字取出町203-7）

素材生産請負（素材の生産・八ヶ
岳Ⅱ）、810m3、h17.8.31～
h18.1.31

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年8月31日 18,757,462
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（山元普
通）

21.000m
3まで

8,700

21.001m
3
から

8,700
（最終普
通）

385.000m
3
ま

で
14,700

385.001m
3
か

ら
13,900

5560
長野県森林組合連合会
（長野市中御所30-16）

素材・検知請負代、5,300m3、
h17.8.31～h18.3.10

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年8月31日 3,663,805

事業経営上の必要に基づき素材生産事業を行うもの
であり、検知業務に関する知識を有している等の条
件を満たしている必要があることから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
720



5561
（有）島尻木材
（長野県木曽郡王滝村2716）

製品生産事業請負
(木曽12素材生産）､200m3､
h17.8.2～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月2日 4,308,849
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　100.000㎥
まで
31,158
100.001㎥か
ら
6,615

5562
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

製品生産事業請負
(木曽13素材生産）､1,900m3､
h17.8.3～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月2日 40,736,613
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　　950.000
㎥まで
31,605
950.001㎥か
ら
8,715

5563
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

製品生産事業請負
(木曽14素材生産）､1,000m3､
h17.8.18～h17.12.22

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月18日 9,085,186
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　500.000㎥
まで
13,230
500.001㎥か
ら
4,830

5564
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（新植地拵外・小川
入）23.35ha  　　　　　　
17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 8,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5565
上松町森林組合
（長野県木曽郡上松町栄町2丁目
667）

造林事業請負（新植地拵外・小川
入）35.83ha  　　　　　　
17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 5,775,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5566
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（忌避剤塗布・小川
入外）39.23ha  　　　　　　　
17.10.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5567
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負(天Ⅰ地拵薬散外・
駒ヶ岳外) 38.00ha  　　　　　　
　　17.10.1 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5568
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町大字上松
805）

造林事業請負（新植地拵外・王滝
外）53.57ha  　　　　　　　
17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 18,900,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5569
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（改植地拵外・王滝
外）212.49ha　　　　　　　　　　
　　17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 55,650,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5570
木曽森林組合
（長野県木曽郡日義村4898番地
37）

造林事業請負（新植地拵外・三
浦）78.50ha 　　　　　　　　　　
 17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 22,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5571
（株）木曽土建工業
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

造林事業請負（新植地拵外・御岳
外）44.18ha 　　　　　　　　 
17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 16,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5572
（有）松橋林工
（中津川市加子母1462番地11）

造林事業請負（改植地拵外・王
滝）105.76ha  　　　　　　
17.8.11 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月10日 34,650,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5573
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売               
17.9.1～17.9.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年8月30日 3,971,940

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　　　
販売椪　　
16,800
返付椪　　
12,390

5574
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

保安林整備事業請負(除伐２類・
舟原山）7.23ha  　　　　　　　
17.8.10 ～ 17.12.9

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年8月9日 1,501,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5575
河合村森林組合
（飛弾市河合町角川324）

保安林整備事業請負(保育間伐・
古峠）10.46ha           
17.8.10 ～ 17.12.9

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年8月9日 2,106,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5576
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(保育間伐)
（大洞９）、230m3、h17.8.5～
h17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年8月4日 5,460,584
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
(山元普通
材）　　
15.000m3ま
で　　　　
26,300　　　
15.001m3か
ら　　　
18,300　　　
（最終普通
材)　　　
100.000m3ま
で　　　
19,800　　
100.001m3か
ら11,900　　
　（伐倒）　
　　　
148,900

5577
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(保育間伐)
(馬瀬萩１０)、1,050m3、h17.8.5
～h18.2.24

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年8月4日 25,736,619
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　(山元普通
材）　　
75.000m3ま
で　　　　
19,800　　　
　75.001m3
から　　　　
13,400　　　
　（最終普
通材)　
375.000m3ま
で　18,100　
　　　
375.001m3か
ら12,500　　
　　（伐
倒）　　　　
143,500



5578
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

製品生産事業請負
（間伐・加子母裏木曽外）、
600m3、h17.8.4～h17.12.9

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年8月3日 9,791,677
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
(山元普通
材）　　
75.000m3ま
で　　　　
19,800　　　
　75.001m3
から　　　　
13,400　　　
　（最終普
通材)　
375.000m3ま
で　18,100　
　　　
375.001m3か
ら12,500　　
　　（伐
倒）　　　　
143 500

5579
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

分収育林事業請負
（保育間伐・加子母裏木曽外）　
H17.8.25～H17.12.8

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年8月24日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5580
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

森林環境保全整備事業（保育間伐
活用型）
(上小鳥・軽岡国有林)、450m3、
h17.8.10～h17.12.15

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年8月9日 9,206,356
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材
225m3まで
20,200
225m3から
17,600
伐倒
 87,000

5581
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（天Ⅰ植付・鳥甲）
15.00ha                   
17.9.5 ～ 17.10.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年9月2日 2,572,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5582
筑北森林組合　
（松本市取出1278）

造林事業請負（保育間伐・川鹿
沢）10.24ha  　　　　　　　　
17.9.21 ～ 17.11.15

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年9月20日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5583
あづみ森林組合
（長野県南安曇郡三郷村大字温
4000番地）

造林事業請負（除伐外・奈川第
一）38.55ha 　　　　　　　 
17.9.21 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年9月20日 7,980,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5584
大北森林組合
（大町市大字平10788-1）

造林事業請負（除伐・鹿島山）
4.49ha 　　　　　　　　　　　 
17.9.21 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年9月20日 1,047,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5585
大北森林組合
（大町市大字平10788-1）

造林事業請負（保育間伐・唐沢）
5.62ha 　　　　　　　　 
17.9.21 ～ 17.11.15

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年9月20日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5586
飯伊森林組合
（飯田市常盤町30）

造林事業請負（除伐・程野山外）
11.41ha                 
17.9.26 ～ 17.12.20

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 2,845,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5587
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

造林事業請負（除伐外・阿智外）
23.97ha                  
17.9.26～ 18.1.16

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 5,911,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5588
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（除伐・大乗坊山
外）8.76ha                  
17.9.26 ～ 17.12.21

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 2,814,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5589
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

造林事業請負（除伐・陣ヶ沢外）
11.04ha                   
17.9.26 ～ 17.12.26

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 3,108,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5590
飯伊森林組合
（飯田市常盤町30）

造林事業請負（シカ柵外・大河原
外）79.62ha                 
17.9.26 ～ 17.12.26

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 4,998,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5591
上伊那森林組合
（伊那市東春近渡場16404-1）

造林事業請負（除伐外・横川外）
21.08ha                 
17.9.26 ～ 18.1.13

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 4,819,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5592
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（シカ柵・沢山外）
10.30ha                  
17.9.26 ～ 18.1.30

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 11,812,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5593
上伊那森林組合
（伊那市東春近渡場16404-1）

造林事業請負（シカ柵・浦外）
31.17ha                    
17.9.26 ～ 18.2.21

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年9月22日 15,120,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5594
（有）島尻木材
（長野県木曽郡王滝村2716）

製品生産事業請負
(木曽15素材生産）､540m3、
h17.9.9～h17.12.22

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年9月9日 17,804,594
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
270.000㎥ま
で　　　
55,800　　　
　270.001㎥
から　6,200

5595
（有）島尻木材
（長野県木曽郡王滝村2716）

製品生産事業請負
(木曽16素材生産）500m3､h17.9.9
～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年9月9日 8,141,035
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
250.000㎥ま
で　　　
30,450　　　
　250.000㎥
から　8,400

5596
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

製品生産事業請負
(木曽17素材生産）､850m3、
h17.9.9～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年9月9日 23,334,096
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
425.000㎥ま
で　　　
40,530　　　
　425.000㎥
から　9,870



5597
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売　         
17.10.1～17.10.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年9月27日 3,951,570

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　販
売椪　　
16,800
返付椪　　
12,390

5598
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

造林事業請負（新植地拵・南欄）
35.93ha                   
17.9.7 ～ 17.12.9

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本　誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書３６
５０－２）

平成17年9月6日 9,030,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5599

南木曽町森林組合　
　
（長野県木曽郡南木曽町読書
3994-1）

造林事業請負（新植地拵・柿其）
33.43ha                    
17.9.7 ～ 17.12.9

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本　誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書３６
５０－２）

平成17年9月6日 15,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5600
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

造林事業請負（新植地拵外・阿
寺）59.93ha
17.9.7 ～ 17.12.9

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本　誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書３６
５０－２）

平成17年9月6日 15,540,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5601
富建設（株）
（富山市五福末広町1279-6）

立山川復旧治山工事
牛枠工88基ほか　　　　　　　　　
　　17.9.16～17.11.30

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年9月15日 17,850,000

現に履行中の箇所における災害に伴う工事であり、
安全・円滑かつ確実な施工が行われるには当該者し
かなく、競争に付することが不利と認められ会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5602
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

分収育林事業請負
(保育間伐･牛牧) H17.6.1～
H17.9.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年9月1日 2,541,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5603
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

造林事業請負(地拵外・大
谷)2.52ha             　　　　　
17.9.14  ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年9月13日 1,667,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5604
（有）根尾開発
（本巣市根尾樽見27-7）

地球環境保全森林強化対策請負
（枯損木等伐倒・金華山）       
               17.10.1～
18.1.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年9月30日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5605
加子母運輸（株）
（中津川市加子母5530-2）

素材運搬事業請負　　　　　　
（馬瀬萩１０号山）、750m3、
h17.9.2～h17.11.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年9月1日 1,650,383
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
(夏期)
1,900　
　
（冬期)　
2,300

5606
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

造林事業請負（保育間伐・上村恵
那）22.46ha              
17.9.7 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年9月6日 4,410,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5607
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・加子母本谷）14.63ha  
17.9.9 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年9月7日 2,467,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5608
（株）あすなろ名古屋支社
（高山市川原町93）

田瀬（森林整備その２)森林水環
境総合整備事業（本数調整伐・付
知）11.61ha
17.9.9 ～ 17.11.30

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年9月8日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5609
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

製品生産事業請負　　　　　　
（天然林ヘリ地上作業・加子
母）、120m3、h17.9.16～
h18.1.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年9月15日 1,190,266
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材・普通材
最終
60.000m3ま
で12,200　　
　60.001m3
から3,800

5610
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

製品生産請負事業
（金沢段戸）、260m3、h17.9.3～
h18.1.18

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年9月2日 3,538,107
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
（山元普
通）
30.000㎥ま
で
14,500
30.001㎥か
ら
7,100
（最終普
通）
100.000㎥ま
で
16,500
100.001㎥か
ら
9,500

5611
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

製品生産請負事業
（豊橋）、1,700m3、h17.9.5～
h18.3.23

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年9月2日 9,531,315
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
（最終普
通）
350.000㎥ま
で
17,200
350.001㎥か
ら
9,200

5612
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

製品生産請負事業
(段戸）、2,240m3、h17.9.27～
h18.2.28

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年9月26日 8,256,343
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
（山元普
通）
85.000㎥ま
で
14,900
85.001㎥か
ら
11,900
（最終普
通）
240.000㎥ま
で
13,100
240.001㎥か
ら
10,300

5613
王滝林業（有）
（長野県木曽郡王滝村4563番地
2）

製品生産事業請負
(木曽19素材生産）､2,600m3､
h17.10.18～h18.2.25

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年10月18日 18,122,397
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
1,300.000㎥
まで8,190　　
　　
1,300.001㎥
から7,980

5614
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

製品生産事業請負
(木曽24素材生産）､650m3､
h17.10.25～h18.2.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年10月25日 7,526,086
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
325.000㎥ま
で17,220　　
　　325.001
㎥から5,880



5615
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

造林事業請負（天Ⅰ地拵外・落合
外）4.61ha  　　　　　　　　　
17.10.19 ～ 17.12.20

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年10月18日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5616
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

製品生産事業請負（人工林ヘリ地
上作業・付知外）、1,280m3、
h17.10.4～h18.2.20

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年10月3日 9,516,724
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材　　　　　
普通材山元
25.000m3ま
で8,700　　　
25.001m3か
ら8,700　　　
　　普通材
最終
615.000m3ま
で8,500　　　
615.001m3か
ら8,500

5617
付知土建（株）
（中津川市付知町5068-3）

白川付知林道建設機械借上（その
３）32m  　　　　　　　　
17.10.7 ～ 17.12.22

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年10月6日 3,108,875
事業実行上緊急に林道被災箇所の仮復旧を機械借上
で行うものであり、競争に付することができないこ
とから会計法２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

単価契約　　
　　　　　
バックホウ
0.6m3（200
時間）
10,600　
　　
　
バックホウ
0.2m3（80時
間）　
　　
　
6,512　
　　

5618
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

保安林整備事業請負（天Ⅰ地拵
外・付知裏木曽）5.00ha 
17.10.13 ～ 17.12.16

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年10月12日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5619
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

上村恵那（森林整備その３）水源
流域広域保全事業（枝落し・上矢
作）5.62ha 　　　　　　　　　　
　　　 17.11.1 ～ 18.1.31

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年10月31日 1,719,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5620
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

分収育林事業請負
（保育間伐・段戸）  H17.11.4～
H17.12.19

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年10月27日 1,512,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5621
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

分収育林事業請負
（保育間伐・闇苅）　H17.11.28
～H17.12.16

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年10月27日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5622
豊田森林組合
（豊田市足助町横枕３番地１）

保安林整備事業請負（枝打・金沢
段戸）8.53ha            
17.10.29 ～ 18.1.20

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年10月28日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5623
山和造林（有）
（高山市元町1-40）

森林環境保全整備事業(保育間伐
活用型)(青屋国有林)、30m3、
h17.10.28～h17.12.15

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年10月27日 1,202,824
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材　　　　
17,600　　　
　　　伐倒　
　　　
151,200

5624
長野県森林組合連合会
（長野市中御所30-16）

委託販売手数料（県森連東信木材
センター）

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年10月17日 1,190,192

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

5625
長野県森林組合連合会
（長野市中御所30-16）

委託販売手数料（県森連東信木材
センター）

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年11月15日 1,745,804

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

5626
筑北森林組合　
（松本市取出1278）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・御殿山）1.96ha 　　　　　　
　　　 17.11.19 ～ 18.1.31

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長  田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成17年11月18日 4,305,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5627
南佐久北部森林組合
（長野県南佐久郡佐久穂町大字海
瀬2766番地3）

造林事業請負（除伐２類外・茂来
山外）24.68ha  　　　　　
17.11.22 ～ 18.1.18

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年11月21日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5628
佐久森林組合
（小諸市大字平原字四ッ谷原967-
1）

造林事業請負（除伐２類外・荒船
山）14.05ha  　　　　　　
17.11.25 ～ 18.1.18

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年11月24日 1,627,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5629
信州上小森林組合
（上田市大字富士山2464番地
226）

造林事業請負（伐倒駆除・飯縄山
外）200m3 　　　　　　　　　　　
17.11.29 ～ 18.1.31

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年11月28日 3,992,168
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5630
木曽官材市売協同組合
 （長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h17.11.1～
h17.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年11月1日 4,497,150

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　販
売椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5631
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町７番
地）

素材運搬事業請負
（（冬期）上松）

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年11月25日 6,218,130 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
ｳﾙｲ沢外
2,950

5632
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町７番
地）

素材運搬事業請負
（（冬期）薮原）

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年11月25日 2,197,723 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
塩沢　3,230



5633
上松陸送（株）
（長野県木曽郡上松町旭町７番
地）

素材運搬事業請負
（（冬期）王滝）

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年11月25日 9,063,814 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
瀬戸川　
3,030

5634
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h17.12.1～
h17.12.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年11月29日 3,497,970

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　販売
椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5635
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

分収育林事業請負
(保育間伐･鈍引沢外)　H17.11.11
～H17.12.22

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年11月10日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5636
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(保育間伐)
(小坂６号)、480m3、h17.11.2～
h18.3.15

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年11月1日 8,783,433
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
（最終普通
材)　
240.000m3ま
で　15,700　
　　
240.001m3か
ら9,900　
　　
（伐倒）　　
163 800

5637
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　　　(素材生産事業)　　　　
　　　　　　　　　(小黒川２
号)270m3、h17.11.11～h18.2.17

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年11月10日 5,958,866
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
（最終普通
材)　
135.000m3ま
で　16,700　
　　
135.001m3か
ら11,300

5638
北信木材生産センター協同組合
（長野市大字穂保字中ノ配342）

製品生産事業請負
(北信４）、470m3、h18.11.9～
h19.1.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成17年11月9日 4,616,325
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　山
元・全幹材  
            
       
235,000m3ま
で10,100    
            

5639
陶都森林組合
（瑞浪市上平町5-5-1）

官行造林事業請負(保育間伐・笠
原町) 5.00ha             
17.11.16 ～ 18.2.24

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年11月15日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5640
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負(本数調整伐
外、北蘭) 11.13ha 　　　　　　　
　17.11.25 ～18.3.23

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年11月24日 3,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5641
（有）三進造林
（飛騨市河合町舟原187）

製品生産事業請負
素材運搬（大谷国有林）、
230m3、h17.11.25～h18.3.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年11月9日 1,080,339
製品生産事業請負を実行中の業者であり、予決令第
１０２条の４第４号イに該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
2,880



5642
王滝林業（有）
（長野県木曽郡王滝村4563番地
2）

製品生産事業請負
(木曽25素材生産）､500m3、
h17.12.9～h18.3.10

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月9日 14,774,653
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
250.000㎥ま
で
23,835
250.001㎥か
ら
13,125

5643
（有）大井木材
（長野県木曽郡上松町緑町3-1-
1）

製品生産事業請負
(木曽26素材生産）､600m3、
h17.12.9～h18.3.10

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月9日 11,001,985
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
300.000㎥ま
で
27,510
300.001㎥か
ら
9,450

5644
木曽協和産業（株）
（長野県木曽郡上松町上松367-
1）

製品生産事業請負
(木曽27素材生産）､400m3､
h17,12,9～h18.3.10

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月9日 11,217,342
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
200.000㎥ま
で
46,620
200.001㎥か
ら
　　9,240 　
　 伐倒　
58,485

5645
木曽森林組合
（長野県木曽郡木曽町日義4898番
地37）

保安林整備事業請負（除伐・小木
曽）5.42ha 　　　　　　　　　
17.12.15 ～ 18.3.24

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月14日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5646
木曽土建工業（株）
（長野県木曽郡木祖村小木曽172
－2）

保安林整備事業請負（除伐・木祖
村）12.89ha 　　　　　　
17.12.15 ～ 18.3.24

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月14日 2,567,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5647
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h18.1.4～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見 隆夫
(長野県木曽郡上松町正島町1－4）

平成17年12月20日 2,938,320

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　販
売椪　　　　
16,800　　　
　　　返付
椪　　　　
12,390

5648
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

分収育林事業請負（保育間伐・阿
寺）　H18.1.9～H18.2.9

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成17年12月13日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5649
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　(保育間伐)（小黒川７号）、
350m3、h17.12.10～h18.3.15

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年12月9日 7,578,214
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　(山元普通
材）　　
30.000m3ま
で　　　　
20,100　　　
30.001m3か
ら　14,500　
（最終普通
材)　
145.000m3ま
で　19,000　
　　
145.001m3か
ら13,400　　
　（伐倒）　
　　　
182,400



5650
（株）小林三之助商店
（岐阜市加納天神町４丁目24番
地）

金華山環境保全対策事業         
 土壌安定防護柵設置　　　　　　
　　　　　　　　17.12.16～
18.3.15

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年12月15日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5651
東濃森林整備共同事業体　
（中津川市付知町1907-1）

製品生産事業請負
（人工林集造材その３・岩村）、
280m3、h17.12.27～h18.3.22

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成17年12月26日 5,205,034
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　素材・普
通材
最終
140.000m3ま
で
22,900　
　　
140.001m3か
ら
9,100

5652
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

保安林整備事業請負（枝落し・八
曽）24.68ha 　　　　　　
17.12.2 ～ 18.3.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年12月1日 4,830,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5653
（有）サンアイ
（岡崎市大西１丁目6-24）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・瀬戸）20.62ha 　　　　　　　
17.12.2 ～ 18.3.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年12月1日 4,830,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5654
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・段戸）103.04ha 　　　　
17.12.2 ～ 18.3.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年12月1日 25,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5655
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

製品生産事業請負
(闇苅）、260m3、h17.12.21～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成17年12月20日 4,969,108
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　
（山元普通
材）
70.000㎥ま
で
18,000
70.001㎥か
ら
9,200
（最終普通
材）
60.000㎥ま
で
17,600
60.001㎥か
ら
9,000
（伐　　
倒）
531,300

5656
長野県森林組合連合会
（長野市中御所30-16）

委託販売手数料（県森連東信木材
センター）

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年12月13日 1,352,784

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

5657
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

保安林整備事業請負(除伐、阿寺) 
23.86ha 　　　　　　　17.12.15 
～ 18.3.23

分任支出負担行為担当官　　　　　
木曽森林管理署南木曽支署長　　　
　松本誠司　　　　　　　　　　　
（長野県南木曽町3650-2）

平成17年12月14日 6,825,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5658
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負　　　　　　　　
　　　(保育間伐)　　　　　　　
　　　　（七宗１２号）、
200m3、h18.1.27～h18.3.24

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年1月26日 4,262,955
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　
(最終普通
材）　　
100.000m3ま
で　　　　
26,500　　　
100.001m3か
ら　11,300　
　　　（伐
倒）　　　　
73,700

5659
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・段戸）　　　　　　　　
18.1.21 ～ 18.3.10

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野字東萩野49-2）

平成18年1月20日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5660
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h18.2.1～
h18.2.28

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年2月1日 3,779,160

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　　
販売椪　　　
　16,800　　
　　　　返
付椪　　　　
12,390

5661
木曽官材市売協同組合
（長野県木曽郡上松町正島町2-
45）

土場活用委託販売、h18.3.1～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年2月22日 2,547,510

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

単価契約　　
　　　　　
販売椪　　　
　16,800　　
　　　　返
付椪　　　　
12,390

5662
大桑村森林組合
（長野県木曽郡大桑村野尻１６０
－２７）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・伊奈川）14.42ha 　　　　
18.2.9 ～ 18.3.17

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年2月8日 3,066,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5663
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

保安林整備事業請負（除伐外・田
立）12.72ha  　　　　　　
18.2.9 ～ 18.3.17

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年2月8日 2,572,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5664
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負（除伐・賎
母）7.26ha 　　　　　　　 
18.2.9 ～ 18.3.17

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年2月8日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5665

南木曽町森林組合　
　
（長野県木曽郡南木曽町読書
3994-1）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・南蘭）9.41ha  　　　　
18.2.9 ～ 18.3.17

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年2月8日 1,732,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5666
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

東殿山生活環境保全整備工事     
                植付外        
               18.2.2～18.3.15

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年2月1日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5667
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(保育間伐)　　　
　　　　　　　　　　（小坂１４
号）、250m3、h18.2.13～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年2月10日 4,830,665
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
(山元普通
材）
25.000m3ま
で　　　　
20,000　　　
25.001m3か
ら　14,800
（最終普通
材)　
100.000m3ま
で　18,900　
　　
100.001m3か
ら13,900　　
　（伐倒）　
　　　
150,400

5668
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(保育間伐)　　　
　　　　　　　　（下呂１１
号）、230m3、h18.2.15～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年2月14日 5,154,117
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　(最
終普通材）　
　115.000m3
まで　　　　
18,700　　　
115.001m3か
ら　10,500　
　　　（伐
倒）　　　
162,500

5669
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

建設機械借上
（小坂１４号）

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年2月20日 1,480,498

現に履行中の素材生産箇所における作業道の作設で
あり、当該施工中の者に施工させた場合、安全・円
滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められ会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり ―

単価契約
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3
級
(１時間当た
り）
10,000
不整地運搬
車６t
8,000
17年度限り

5670
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

製品生産事業請負(素材生産)（七
宗１５号）、40m3、h18.2.13～
h18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年2月10日 1,313,504
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
（最終普
通）

20.000m
3
まで

36,500

20.001m
3
から

7,500

5671
長野森林組合　
（長野市大字長野東之門町2462）

保安林整備事業請負（除伐・保科
山）12.50ha 　　　　　　 
18.3.10 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　酒井孔三
（飯山市大字飯山1090-1）

平成18年3月10日 3,559,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5672
大北森林組合
（大町市大字平10788-1）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・鹿島山）37.02ha      
18.3.11  18.10.31

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成18年3月10日 4,431,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5673
（株）高宮組　
（松本市奈川4082-3）

白沢（２）復旧治山工事　　　　　
護岸工25m　　　　　　　　　　
　18.3.18～18.6.12

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長   田中昌之
（松本市島立1256－1）

平成18年3月15日 4,158,000

当該工事は、履行中の白沢復旧治山工事の継続工種
で、前工事と後工事が一体の構造物として機能を発
揮する工事であり、現に履行中の契約者以外の者に
履行させることは不利と認められ会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5674
信州上小森林組合
（上田市大字富士山2464番地
226）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・傍陽山）46.30ha 　　 
18.4.3 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成18年3月13日 5,516,175
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5675
佐久森林組合
（小諸市大字平原字四ッ谷原967-
1）

保安林整備事業請負（除伐・平尾
山）8.58ha  　　　　　　　　
18.4.3 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成18年3月14日 1,604,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5676
木曽森林組合
（長野県木曽郡木曽町日義4898番
地37）

保安林整備事業請負（除伐外・木
曽町福島外）24.68ha 　　　　 
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 6,405,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5677
みどり産業（株）
（長野市大字高田1179-1）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・王滝）24.01ha 　　　　 
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 6,604,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5678
上松町森林組合
（長野県木曽郡上松町栄町2－
667）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・上松）23.52ha 　　　　
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 4,987,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5679
（有）玉屋林業
（長野県木曽郡上松町805）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・王滝）33.46ha  　　　　
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 7,287,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5680
（有）松橋林工
（中津川市加子母1462－11）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・王滝）30.98ha  　　　　
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 4,567,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5681
木曽土建工業（株）
（長野県木曽郡木祖村小木曽172-
2）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・薮原）30.98ha  　　　　　
18.3.22 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月22日 9,208,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5682
（有）阿智愛林団
（長野県下伊那郡阿智村春日
2108-2）

保安林整備事業請負（除伐他・南
蘭）44.36ha 　　　　　　 
18.3.11 ～ 18.11.30

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年3月10日 8,099,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5683
（有）大原林産
（高山市清見町大原121）

保安林整備事業請負（除伐外・麦
島外）23.74ha　         
18.3.15 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成18年3月14日 6,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5684
飛騨高山森林組合
（高山市朝日町万石820）

保安林整備事業請負（除伐２類・
鈍引沢外）27.58ha        
18.3.15 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成18年3月14日 5,985,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5685
飛騨市森林組合
（飛騨市河合町角川324）

保安林整備事業請負（除伐外・池
本山外）30.69ha         
18.3.15 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成18年3月14日 7,245,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5686
（有）森商店
（高山市荘川町牧戸11-1）

保安林整備事業請負（除伐・六厩
川外）22.20ha           
18.3.15 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成18年3月14日 5,523,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5687
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

保安林整備事業請負（除伐２類・
尾上郷）15.95ha         
18.3.15 ～ 18.10.31

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成18年3月14日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5688
白鳥林工協業組合
（郡上市白鳥町大島1546）

森林環境保全整備事業（保育間伐
活用型）
(上小鳥・軽岡国有林)

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長　眞田公一
（高山市西之一色町３丁目747-3)

平成17年11月24日 8,225,688
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　素
材
125m3まで
18,700
125m3から
16,300
伐倒
133,800

5689
（有）根尾開発
（本巣市根尾樽見27-7）

官行造林事業請負（保育間伐・東
武芸川財産区）7.00ha　   
18.3.7 ～ 18.3.25

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年3月6日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5690
ひだ川森林整備共同事業体
（下呂市小坂町長瀬137）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・門坂外）39.37ha 　　　
18.3.11 ～ 18.10.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年3月10日 8,379,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5691
（株）マルキリサーチ
（下呂市小坂町長瀬508-1）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・大洞）15.17ha 　　　　
18.3.10 ～ 18.7.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年3月9日 3,202,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5692
（株）小林三之助商店
（岐阜市加納天神町4-24）

保安林整備事業請負（本数調整伐
外・川浦外）27.90ha 　　　
18.3.8 ～ 18.10.30

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成18年3月7日 5,344,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5693
岐阜県山林種苗協同組合
（岐阜県加茂郡富加町滝田1234-
1）

ヒノキ苗木の購入  19,910本
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　笹岡哲也
（中津川市付知町8577-4）

平成18年2月28日 1,937,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5694
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・段戸）50.55ha 　　　　　
18.3.7 ～ 18.6.30

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成18年3月6日 10,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5695
東三河流域国有林整備共同事業体
（愛知県北設楽郡設楽町大字小松
字横吹３２番地）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・闇苅）5.97ha　　　　　　
18.3.7 ～ 18.6.30

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成18年3月6日 1,344,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5696
豊田森林組合
（豊田市足助町横枕３番地１）

保安林整備事業請負（本数調整
伐・瀬戸）14.33ha　　　　　
18.3.7 ～ 18.6.30

分任支出負担行為担当官
愛知森林管理事務所長
梶　英行
（新城市庭野大字東萩野49-2）

平成18年3月6日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5697
（有）三宝エステート
（富山市長江本町７－２７）

土地購入                      
1497.71㎡

分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長　石山　進
（富山市星井町２丁目1-8）

平成17年4月1日 63,371,994
事業運営上の必要に基づき土地を購入するものであ
り、条件を満たしている必要があることから、会計
法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 ―
１７年度限
り

5698
中部電力（株）料金事務センター
（名古屋市熱田区横田２－３－２
４）

電気料　　　                   
          　17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長
瀧川正一　
（佐久市臼田1822）

平成17年4月1日 1,609,515
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5699

（株）ＮＴＴドコモ東京料金セン
ター
（東京都豊島区東池袋３－１６－
３）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年4月1日 1,180,009
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5700
長野県森林組合連合会
（長野市中御所３０－１６）

１０月５日完了分木材センター素
材検知請負

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長
久保田　廣
（伊那市大字伊那1499-1）

平成17年4月1日 1,891,258

事業運営上の必要に基づき素材の検知業務を行うも
のであり、検知業務に関する知識を有している等の
条件を満たしている必要があることから、会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5701

（株）ＮＴＴドコモ東京料金セン
ター
（東京都豊島区東池袋３－１６－
３）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 14,416,480
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5702

ＮＴＴコミニュケーションズ
（株）
（福岡市博多区博多駅前１－５－
１）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 1,865,845
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5703
（株）ジェーシービー
（東京都港区青山５－１－２２）

ＥＴＣ利用料                   
        17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 1,673,250
事業経営上の必要に基づき有料道路通行料を支払う
ものであり、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

5704
長野市水道局
（長野市緑町１６１３）

水道料　　　　　　　　　　
17.4.1～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 1,091,881
事業経営上の必要に基づき水道を使用するものであ
り、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5705
長野県山林種苗共同組合
（長野市岡田町３０－１６）

苗木代   ブナ15,000本

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年9月9日 2,746,695
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5706
日本テレコム（株）
（東京都江東区新砂１－８－２）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 1,377,274
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5707
日本テレコム（株）
（東京都中央区築地６－１９－２
０）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

支出負担行為担当官
中部森林管理局長　
関　厚
（長野市大字栗田715-5）

平成17年4月1日 8,746,097
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5708
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区西新宿２丁目３－
２）

電話料                        
17.4.1 ～18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月1日 1,016,459
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5709
中部電力（株）料金事務センター
（名古屋市熱田区横田２－３－２
４）

電気料　　　                   
          　17.4.1～18.3.31

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　加藤元之
（下呂市小坂町大島1643-2）

平成17年4月1日 2,735,477
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5710
長野県山林種苗共同組合
（長野市岡田町３０－１６）

苗木代  ヒノキ外136,850本
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　花見隆夫
（長野県木曽郡上松町正島町1-4）

平成18年3月1日 13,354,162
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5711
長野県山林種苗共同組合
（長野市岡田町３０－１６）

苗木代  ヒノキ外 81,500本

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長
松本誠司
（長野県木曽郡南木曽町読書3650-
2）

平成18年3月1日 8,124,165
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5712
（株）風組
（白山市白峰ハ15-1）

釈迦ヶ岳山腹追加工事請負代
期間　H17.10.04～H17.11.11
土留工　47.5m3

分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年10月4日 5,176,500

既に施工中の治山工事と同一箇所であり、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
する上で、現工事施工者以外の者に施工させること
が不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5713
石川県水産会館管理委員会
（金沢市北安江3-1-38）

庁舎駐車場賃借料
分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年4月1日 1,323,000
庁舎を賃貸借している場所での官用車及び来客用駐
車場であり、場所が限定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5714
石川県水産会館管理委員会
（金沢市北安江3-1-38）

庁舎賃借料
分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年4月1日 11,575,188
庁舎の賃貸借であり、場所が限定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5715
石川県水産会館管理委員会
（金沢市北安江3-1-38）

電気、ガス使用料
分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年4月7日 2,076,427
庁舎を賃貸借していることから、契約相手方が限定
されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5716
石川リコー（株）
（金沢市新神田2-14-24）

複写機賃貸借料
分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年4月1日 1,058,308

一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借するこ
ととなり、撤去・設置費用等を要するなど、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約て゜き
るため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5717
加賀林業（株）
（白山市相川新町385）

垂水国有林保育間伐請負代
保育間伐　9.89ha

分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年8月5日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5718
加賀林業（株）
（白山市相川新町385）

海岸防災林造成事業請負代
被害木整理外　20.76ha

分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年4月1日 18,900,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5719
金沢市田上本町土地区画整理組合
（金沢市田上本町ヲ103）

庁舎敷地購入代
分任支出負担行為担当官石川森林
管理署長　山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年8月25日 122,000,000
当該地域で庁舎敷地としての条件にあった物件に限
定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

5720
（財）石川県予防医学センター
（金沢市神野町東115）

定期健康診断料

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長　
山下泰司
(金沢市北安江３丁目１－３８)

平成17年7月7日 187,950
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5721
平成１７年度ヤシャゲンゴロウ外
保全業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年4月19日 2,394,000

ヤシャゲンゴロウ希少野生動植物(政令指定)種保護
管理事業実施計画に基づく巡視委託業務であり、当
該業務は希少野生動植物種保護管理事業実施要領に
基づき、基準に合致する者を公募し審査を行った
後、森林管理局長が自然保護管理員に任命した者と
の契約であり、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

5722
二州森林組合
（敦賀市観音町1-1）

松原国有林造林事業請負代
松くい虫特別伐当駆除　39.75m3

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年10月28日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5723
名田庄森林組合
（福井県大飯郡おおい町名田庄久
坂3-42-1）

一ッ谷国有林保育間伐請負代
保育間伐　10.00ha

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年11月22日 1,722,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5724
九頭竜森林組合
（大野市吉6-7）

湯上国有林外造林事業請負代
保育間伐（活用型）　500m3

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年7月6日 6,020,448
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5725
二州森林組合
（敦賀市観音町1-1）

松原国有林造林事業請負代
松くい虫特別伐倒駆除　44.52m3

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年5月13日 1,392,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5726
福井キャノン事務機（株）
（福井市南四ツ井2-1-4）

コピー機リース外料

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年4月1日 1,271,672

一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借するこ
ととなり、撤去・設置費用等を要するなど、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約て゜き
るため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5727
福井県森林組合連合会
（福井市江端町20-1）

松原国有林造林事業請負代
松くい虫地上散布　18.30ha

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年5月27日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5728
北陸電力（株）石川支店
（金沢市下本多町6-11）

電気使用料

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年4月6日 1,125,046
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5729
（株）アイビックス
（福井市下間2-101）

庁舎清掃及び湯茶供給請負代
一式

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年4月1日 2,299,500
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者が無かったため(予決令９９条の2)

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

5730
（株）アイビックス
（福井市下間2-101）

床ワックス仕上げ外代

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成18年3月31日 145,485
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5731
（株）北陸環境科学研究所
（福井市光陽4-4-27）

夜叉ヶ池水質検査代

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年12月19日 224,280
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5732
（財）福井県予防医学センター
（福井市和田2-1006）

定期健康診断料

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年8月23日 137,760
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5733
（財）福井県予防医学センター
（福井市和田2-1006）

定期健康診断料

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長
永井　寛
(福井市大手２丁目１１－１５)

平成17年9月1日 192,780
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5734
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年10月20日 1,478,715

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5735
びわこ東部森林組合
（滋賀県犬上郡多賀町大字多賀
246）

八ッ尾山国有林外造林事業請負代
保育間伐作業　11.17ha

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年11月1日 1,759,275
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5736
（有）徳永林業
（大津市小関町4-24）

測定業務委託料(境界巡検)
一式

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年6月6日 1,611,225

当該業務は、境界標識の周囲及び境界線の刈り払い
等を行い、明確にするなど巡検業務の補助等を行う
ものであり、専門的な知識と業務に精通しているこ
とが必要であることから契約の性質又は目的が競争
を許さないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5737
（有）徳永林業
（大津市小関町4-24）

西山国有林分収育林事業請負代
保育間伐作業　5.97ha

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年6月2日 1,071,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5738
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

平成１７年度巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年4月19日 541,800
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5739
（財）近畿健康管理センター
（栗東市小野501-1）

定期健康診断外検査料

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年9月13日 153,825
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取



5740
（有）徳永林業
（大津市小関町4-24）

森林保全管理等業務委託料
一式

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年8月8日 292,950
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5741
一丈野環境美化運動推進協議会
（大津市桐生1-22-13）

一丈野国有林内便所等清掃業務委
託代
一式

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長
飛山龍一
(大津市瀬田３－４０－１８)

平成17年4月8日 459,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5742
光工業（株）
（京都市伏見区竹田中島町5）

上賀茂森林事務所新築工事請負代
期間　H17.12.16～H18.3.10
木造２階建て　84m2

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年12月15日 14,543,550
競争入札に付したが落札者が無かったことから、予
算決算及び会計令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

5743
光工業（株）
（京都市伏見区竹田中島町5）

外構工事請負代
期間　H18.2.16～H18.3.20
目隠しフェンス２０ｍ外

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年2月15日 2,625,000

既に施工中の森林事務所新築工事と同一箇所での工
事であり、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑か
つ適切な施工を確保する上で、現工事施工者以外の
者に施工させることが不利であると認められるた
め。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5744
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代（貴船山国有林）
一式

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年3月27日 1,467,254

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5745
（株）三原組
（京都市北区上賀茂朝露ヶ原町10-
19）

貴船山製品生産事業産業廃棄物収
集運搬処分外請負代
一式

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年3月16日 1,724,058
製品土場借上者で隣接地にﾄﾗｯｸ積み込みなどの機材
を有していることから有利であるため
(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

5746

（社）京都公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（京都市上京区今出川大宮東入元
伊佐２７１）

阿弥陀ヶ峰国有林の土地表示・分
筆登記外業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年4月21日 5,002,200

当該業務は、１６年度から継続するものであり、既
済の調査内容を活用し登記表示事務を行うため、競
争を許さないため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5747
（有）徳永林業
（大津市小関町4-24）

造林事業及び世界遺産保全緊急対
策事業請負代（高台寺山外）
カシノナガキクイムシ被害木伐倒
駆除　50.46m3

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年1月30日 1,379,227
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5748
（有）徳永林業
（大津市小関町4-24）

造林事業請負代（鞍馬山国有林）
植付外　2.04ha

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年4月8日 2,047,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5749
アカギヘリコプター（株）
（前橋市下阿内町377-2）

貴船山国有林製品生産及び造林事
業請負代
1400m3

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年12月16日 33,171,582
競争入札に付したが落札者が無かったことから、予
算決算及び会計令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

5750
アカギヘリコプター（株）
（前橋市下阿内町377-2）

貴船山国有林製品生産及び造林事
業請負代
1400m3

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年12月16日 11,772,661
競争入札に付したが落札者が無かったことから、予
算決算及び会計令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）



5751
アカギヘリコプター（株）
（前橋市下阿内町377-2）

箕面国有林製品生産及び造林事業
請負代
750m3

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年12月16日 10,283,412
競争入札に付したが落札者が無かったことから、予
算決算及び会計令第９９条の２に該当するため。

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

5752
酒井営林事業（有）
（京都市右京区京北灰屋町塩ノ谷
16-1）

造林事業請負代（古屋国有林）
被害木整理　1.35ha

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年11月18日 1,102,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5753
酒井営林事業（有）
（京都市右京区京北灰屋町塩ノ谷
16-1）

保安林改良事業請負代（安祥寺山
国有林外５）
本数調整伐外　28.74ha

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年1月30日 8,085,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5754
大阪府森林組合豊能支所
（大阪府豊能郡能勢町大里178）

保安林改良事業請負代（紀泉高原
国有林）
本数調整伐外　20.93ha

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年2月14日 4,725,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5755
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代（箕面国有林）
一式

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年3月16日 865,451
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5756
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

紀泉高原国有林巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年4月21日 403,200
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5757
（財）京都予防医学センター
（京都市中京区西ノ京左馬寮町28）

定期健康診断料

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年8月17日 177,867
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5758
ショウワドウ・イープ
（京都市左京区中門前町73）

パンフレット作製代　　　　　　　
　　　　　500部

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年3月22日 97,650
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5759
石川　節夫
（京都市伏見区深草下川原町21-
16）

スタットレスタイヤ外代

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成17年12月19日 99,477
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第３号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5760
（株）コジマ
（宇都宮市星が丘2-1-8）

ファクシミリ外代（ＮＥＷ高野
店）

分任支出負担行為担当官
京都大阪森林管理事務所長
村上幸一郎
(京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町１０２)

平成18年3月8日 90,170
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第３号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5761
（株）山晃住宅
（奈良県北葛城郡王寺町王子2-7-
13）

宿舎賃借料

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年4月1日 997,650

契約の目的物件は、宿舎設置計画により設置が認め
られたもので代替性のないものであり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5762
（株）前坂工務店
（和歌山県伊都郡高野町高野山
729）

伯母子(ナベワリ谷８１５)山腹工
事請負代
期間　H17.9.01～H18.3.22
山腹工0.79ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年8月31日 42,000,000

既に施工中の工事と同一箇所での工事であり、工期
の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を
確保する上で、現工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5763
（有）天川林業
（奈良県吉野郡天川村大字川合
262）

地峯作業道作設事業請負代
H17.9.1～H18.2.28
1293m

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年8月31日 8,946,253
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5764
（有）橋詰林業
（奈良県吉野郡下北山村大字下池
原524）

池郷国有林保育間伐事業請負代
保育間伐　12.85ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年8月2日 2,709,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5765
（有）橋詰林業
（奈良県吉野郡下北山村大字下池
原524）

池郷国有林保育間伐事業請負代
保育間伐　13.44ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年10月27日 2,709,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5766
（有）津田林業
（奈良県吉野郡野迫川村北今西48）

小川植栽請負代
黒松外１，０１４本

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成18年3月13日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5767
（有）津田林業
（奈良県吉野郡野迫川村北今西48）

伯母子国有林保育間伐事業請負代
保育間伐　11.89ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年10月27日 2,352,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5768
（有）津田林業
（奈良県吉野郡野迫川村北今西48）

伯母子国有林保育間伐請負代
保育間伐　16.31ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年7月1日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5769
ヤマツ産業（有）
（奈良県吉野郡川上村柏木126）

高取山国有林分収育林保育間伐請
負代
保育間伐　7.00ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年12月21日 1,323,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5770
奈良県森林組合連合会
（奈良市侍原町6）

野山国有林地拵外作業請負代
地拵外　1.16ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年12月16日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5771
奈良県森林組合連合会
（奈良市侍原町6）

平成１７年度地獄谷外国有林衛生
伐作業請負代
衛生伐　79.50m3

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年10月18日 1,023,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5772
奈良県森林組合連合会
（奈良市侍原町6）

平成１７年度菩提山外国有林衛生
伐作業外請負代
危険木処理外　94.06m3

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年10月18日 1,707,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5773
冨田林業
（奈良県吉野郡大塔村篠原1028）

赤谷国有林除伐作業請負代
除伐　4.27ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年7月5日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5774
冨田林業
（奈良県吉野郡大塔村篠原1028）

赤谷国有林保育間伐請負代
保育間伐　14.16ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年7月5日 2,383,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5775
冨田林業
（奈良県吉野郡大塔村篠原1028）

入谷国有林保育間伐請負代
保育間伐　9.57ha

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年10月28日 1,921,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5776
奈良県石油協同組合
（奈良市芝辻町85-10-3F-D）

自動車燃料代

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年4月1日 1,630,064
事業協同組合の保護育成のため予決令第９９条第１
８号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
ガソリン
１２３円
軽油
１０２円

5777
（株）ヤナギビジネス
（奈良市大宮町5-2-19）

チュウブファイル外代

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成18年3月7日 103,350
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第３号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5778
（医）拓生会
（奈良市今小路町2）

平成１７年度定期健康診断料

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年6月8日 317,420
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5779
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成18年1月19日 212,454
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5780
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

地獄谷国有林外検知業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長
鶴内則光
(奈良市赤膚町１１４３－３)

平成17年11月22日 762,283
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5781
（有）八木
（亀山市東町1-7-2）

宿舎賃借料

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月1日 996,000

契約の目的物件は、宿舎設置計画により設置が認め
られたもので代替性のないものであり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5782
（株）塩谷組
（三重県北牟婁郡海山町大字相賀
299-1）

鍛冶屋又ホー１７山腹外追加工事
期間　H17.3.18～H17.11.22
谷止工997.8m3、山腹工0.40ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年3月18日 24,990,000

既に施工中の治山工事と同一箇所であり、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
する上で、現工事施工者以外の者に施工させること
が不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5783
（株）松原組
（新宮市浮島5-28）

大又864林班山腹工事
期間　H17.10.15～H18.3.24
山腹工0.18ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年10月14日 26,197,500

既に施工中の治山工事と同一箇所であり、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
する上で、現工事施工者以外の者に施工させること
が不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5784
（社）三重県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（津市鳥居町19-8）

新田公務員宿舎敷地積更正登記業
務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年1月23日 1,346,824

当該業務は、隣接者から突破的に境界確認を求めら
れたことに伴う登記関係業務で表示登記等を短期間
に迅速・正確に行う事が求められ、緊急の必要によ
り競争に付することが出来なかったため。
(会計法第２９条理３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5785
（医）十起会　内山クリニック
（尾鷲市朝日町14-48）

診療費

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月26日 2,692,464

振動障害認定者治療の主治医であり、専門的知識を
有している者が限定されることから、契約の性質及
び目的が競争を許さないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

5786
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

七里御浜国有林海岸防災林造成事
業請負代
下刈外　31.74ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年6月17日 5,985,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

 

5787
（有）高村農林
（尾鷲市小川西町15-1）

古和谷国有林森林環境保全整備事
業請負代
防護柵設置外　2.37km

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年2月14日 1,711,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5788
熊野市森林組合
（熊野市井戸町349-1）

西谷国有林保育間伐請負代
保育間伐　18.22ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年7月27日 3,210,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5789
熊野市森林組合
（熊野市井戸町349-1）

大又国有林造林事業請負代
下刈　18.36ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年7月1日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5790
熊野市森林組合
（熊野市井戸町349-1）

大又国有林造林事業請負代
地拵外　6.42ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年1月11日 1,881,310
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5791
熊野市森林組合
（熊野市井戸町349-1）

大又国有林造林事業請負代
地拵外　6.42ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年1月11日 1,436,690
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5792
泉林業（有）
（三重県北牟婁郡紀北町海山区相
賀404-3）

金掛屋谷官行造林８い１林小班外
保育間伐請負事業代
保育間伐　10.00ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年1月31日 1,501,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5793
泉林業（有）
（三重県北牟婁郡紀北町海山区相
賀404-3）

古和谷国有林製品生産事業請負代
経常　600m3

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年10月24日 1,786,438
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5794
泉林業（有）
（三重県北牟婁郡紀北町海山区相
賀404-3）

古和谷国有林造林事業請負代
保護伐外　2200m3

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月28日 7,271,396
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5795
泉林業（有）
（三重県北牟婁郡紀北町海山区相
賀404-3）

古和谷国有林造林事業請負代
保護伐外　2200m3

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月28日 18,557,190
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5796
大紀森林組合
（三重県度会郡大紀町崎字寺道
239-2）

妙婦谷国有林５８７ろ林小班外１
保育間伐請負事業代
保育間伐　28.00ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年2月14日 4,179,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5797
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

悟入谷国有林保安林改良事業請負
代
除伐　7.60ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年9月29日 1,194,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5798
谷長商事（株）
（田辺市湊1403の4）

造林事業請負代
松くい虫防除薬剤地上散布　
31.00ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年5月20日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5799
中勢森林組合
（津市白山町南家城915-1）

深山国有林造林事業請負代
誘導伐外　2800m3

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月28日 19,862,789

当該業務は、長期協定システムの協定に基づき契約
している。長期協定システムは通達に基づき、林業
事業体と長期的な相互協定を締結し、安定的・計画
的な事業を発注することにより、経営体質の強化、
就労条件の向上等を目的としている。協定締結に当
たっては公告し、提出された申請書を審査し事業体
を決定しており、予算決算及び会計令第９９条第２
３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5800
中勢森林組合
（津市白山町南家城915-1）

深山国有林造林事業請負代
誘導伐外　2800m3

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月28日 10,282,855

当該業務は、長期協定システムの協定に基づき契約
している。長期協定システムは通達に基づき、林業
事業体と長期的な相互協定を締結し、安定的・計画
的な事業を発注することにより、経営体質の強化、
就労条件の向上等を目的としている。協定締結に当
たっては公告し、提出された申請書を審査し事業体
を決定しており、予算決算及び会計令第９９条第２
３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5801
中勢森林組合
（津市白山町南家城915-1）

深山国有林保安林改良事業請負代
本数調整伐　8.61ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年11月11日 1,071,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5802
中勢森林組合
（津市白山町南家城915-1）

南前山保育間伐請負代
保育間伐　8.65ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年10月14日 1,263,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5803
藤原林業（有）
（三重県多気郡宮川村久豆251-7）

鍛冶屋又国有林保育間伐請負代
保育間伐　10.25ha

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年7月15日 1,942,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5804
庁舎清掃及び湯茶供給請負代
一式

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月1日 1,536,000
競争入札に付したが入札者がなく、予算決算及び会
計令第９９条の２に該当するため その他

―
（引き続き一般競争入札を実施）



5805
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園1-11-30）

森林病害虫防除薬剤代(マツクイ
ムシ防除)

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年2月1日 2,153,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5806
三重県林業種苗協同組合
（津市桜橋通り1-104）

苗木代　　　　　　　　　　　　　
　スギ・ヒノキ　12，741本

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成18年1月27日 1,002,057
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5807
（社）三重県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（津市鳥居町19-8）

地積更正登記業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年5月2日 125,380
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5808
国有林野等巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年4月1日 979,200
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5809
亀山市立医療センター
（亀山市亀田町466-1）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年8月9日 408,902
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5810
尾鷲総合病院
（尾鷲市上野町5-25）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長
大椿和夫
(三重県亀山市本町１－７－１)

平成17年9月6日 158,870
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5811
（株）泉組
（和歌山県東牟婁郡本宮町伏拝
942-1）

公門谷林道（その２）改良工事請
負代
期間　H18.2.7～H18.3.6
14m

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月6日 3,675,000

既に施工中の林道改良工事と隣接箇所での工事であ
り、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切
な施工を確保する上で、現工事施工者以外の者に施
工させることが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5812
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代
1505.94ｍ3

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年1月11日 1,975,795

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5813
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

大浜国有林海岸防災林造成事業
植付　0.15ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月24日 2,058,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5814
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

立花川山国有林造林事業請負代
保育間伐　10.40ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年1月19日 1,984,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5815
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

立花川山国有林森林環境保全整備
事業請負代
下刈　9.65ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年6月15日 1,081,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5816
（有）山崎林業
（和歌山県有田郡有田川町大字下
湯川725）

平成１７年度保護林保全緊急対策
事業請負代
枯損木伐倒１９１本

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年11月21日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5817
（有）津田林業
（奈良県吉野郡野迫川村北今西48）

高野山国有林造林事業請負代
保育間伐　31.22ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年8月24日 5,904,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5818
（有）津田林業
（奈良県吉野郡野迫川村北今西48）

高野山国有林造林事業請負代
下刈　20.44ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年6月15日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5819
印南町森林組合
（和歌山県日高郡印南町大字古井
521）

川又国有林造林事業請負代
保育間伐　10.78ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年9月29日 2,047,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5820
西牟婁森林組合
（田辺市鮎川597-101）

宮城国有林外保安林改良事業
除伐　7.23ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月6日 1,764,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5821
西牟婁森林組合
（田辺市鮎川597-101）

宮城川国有林造林事業請負代
保育間伐　14.13ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月16日 2,677,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5822
西牟婁森林組合
（田辺市鮎川597-101）

宮城川国有林造林事業請負代
下刈　16.13ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年6月15日 2,026,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5823
西牟婁森林組合
（田辺市鮎川597-101）

前の川国有林造林事業請負代
保育間伐　12.52ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年7月29日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5824
大石脩一
（新宮市熊野川町赤木1728-1）

造林事業請負代
松くい虫被害木特別伐倒駆除　
52.90m3

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年9月29日 2,331,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5825
大石脩一
（新宮市熊野川町赤木1728-1）

造林事業請負代
松くい虫被害木特別伐倒駆除　
58.30m3

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年4月27日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5826
大石脩一
（新宮市熊野川町赤木1728-1）

大倉畑山国有林保安林改良事業
本数調整伐　10.03ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月6日 2,698,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5827
中辺路町森林組合
（田辺市中辺路町川合1434-1）

坂巻官行造林地造林事業請負代
保育間伐　5.15ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月16日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5828
中辺路町森林組合
（田辺市中辺路町川合1434-1）

坂泰山国有林外造林事業請負代
下刈　13.74ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年6月15日 1,443,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5829
中辺路町森林組合
（田辺市中辺路町川合1434-1）

風呂谷国有林外造林事業請負代
地拵外　8.11ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年12月26日 7,158,690
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5830
中辺路町森林組合
（田辺市中辺路町川合1434-1）

風呂谷国有林外造林事業請負代
地拵外　8.11ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年12月26日 1,786,155
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5831
中辺路町森林組合
（田辺市中辺路町川合1434-1）

風呂谷国有林外造林事業請負代
地拵外　8.11ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年12月26日 2,080,155
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5832
本宮町森林組合
（田辺市本宮町切畑358）

公門谷国有林外造林事業請負代
保育間伐　12.43ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年7月29日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5833
龍神村森林組合
（田辺市龍神村東401）

笠塔山国有林造林事業請負代
保育間伐　10.10ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年8月30日 1,920,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5834
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

造林事業条件調査業務委託料（風
呂谷国有林外）
３箇所

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年9月15日 1,197,000

当該業務は、国有林における造林事業に関する専門
知識に精通している者を有する機関を選定する必要
があり、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5835
（有）山崎林業
（和歌山県有田郡有田川町大字下
湯川725）

高野山国有林造林事業請負代
保育間伐　7.69ha

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年1月19日 1,270,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5836
関西電力（株）
（大阪市北区中之島3-3-22）

電気料

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年4月1日 1,213,193
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5837
西牟婁森林組合
（田辺市鮎川597-101）

委託販売トラック運搬代

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年3月27日 1,085,886
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5838
和歌山リコー（株）田辺支店
（田辺市湊塔ノ内924）

複写機使用料

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年4月1日 1,697,150

一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借するこ
ととなり、撤去・設置費用等を要するなど、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約ででき
るため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5839 土地購入代

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成18年2月27日 2,999,000
当該地域で森林事務所敷地としての条件にあった物
件に限定されるため
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

5840
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

巡視業務委託料（宮城川・善司国
有林）
一式

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年5月10日 487,200
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5841
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

巡視業務委託料（日光・津俣国有
林）
一式

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年5月10日 426,300
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5842
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

国有林境界巡検委託業務代
一式

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年5月10日 468,825
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5843
（医）萩会
（和歌山県伊都郡九度山町九度山
1168-2）

定期一般健康診断外代

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年7月15日 160,800
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5844
庁舎清掃等請負代
一式

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年4月1日 960,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5845
稲垣　和弘
（田辺市神子浜1-3-16）

本宮森林事務所敷地・境界整備
（分筆登記）代
一式

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長
鶴田和男
(田辺市新庄町２３４５－１)

平成17年12月20日 229,155
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5846
（社）兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（神戸市中央区下山手通5-7-6）

不動産特定調査事務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年6月1日 1,427,055

当該業務は、専門的技術及び業務に精通している必
要があり、また、情報の機密保持の観点から信用確
実な事業者を選定する必要があったため。
(会計法第２９条理３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5847
（社）兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（神戸市中央区下山手通5-7-6）

不動産特定調査事務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月26日 2,968,056

当該業務は、専門的技術及び業務に精通している必
要があり、また、情報の機密保持の観点から信用確
実な事業者を選定する必要があったため。
(会計法第２９条理３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5848
（社）兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（神戸市中央区下山手通5-7-6）

不動産特定調査事務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年12月21日 1,842,592

当該業務は、専門的技術及び業務に精通している必
要があり、また、情報の機密保持の観点から信用確
実な事業者を選定する必要があったため。
(会計法第２９条理３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



5849
株本建設工業（株）
（兵庫県美方郡浜坂町芦屋338-1）

万代災害対策追加工事
期間　H17.8.12～H17.10.04
山腹工0.12ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年8月12日 3,937,500

既に施工中の工事と同一箇所での工事であり、工期
の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を
確保する上で、現工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5850
別府建設（株）
（四日市市小林町3018-10）

倉庫兼車庫新築工事請負代
期間　H18.2.11～H18.3.20
軽量鉄骨2階建て　87m2

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年2月10日 7,035,000

既に施工中の公務員宿舎新築工事と同一箇所での工
事であり、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑か
つ適切な施工を確保する上で、現工事施工者以外の
者に施工させることが不利であると認められるた
め。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5851
（株）栄和設計事務所
（大阪市福島区福島3-1-54）

東山公務員宿舎新築工事施工管理
業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年10月14日 1,438,500

当該業務は当該工事にかかる設計を担当し設計意図
を的確に工事に反映させることのできる相手が限定
されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5852
関西電力（株）
（大阪市北区中之島3-3-22）

電気料

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年4月8日 1,298,453
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5853
堂徳山山腹工事に伴う資材置場借
地代

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年4月1日 1,000,000
治山事業実施に伴う資材置き場用地として当該地以
外に場所がなく、競争を許さないため
(会計法第29条の3第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5854
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年5月18日 1,012,095
当該業務は専門的な知識と業務に精通している必要
があるため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5855
（有）清水木材
（兵庫県宍粟郡波賀町安賀68）

阪水国有林造林事業請負代
保育間伐（活用型）　840m3

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月15日 12,963,561
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5856
（有）清水木材
（兵庫県宍粟郡波賀町安賀68）

阪水国有林造林事業請負代
保育間伐（活用型）　840m3

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月15日 2,137,507
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5857
（有）藤原木材
（宍粟市一宮町東河内962-1）

造林事業請負代
保育間伐　8.12ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月29日 1,501,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5858
愛林興業（株）
（姫路市飾磨区恵美酒294-3）

危険木処理作業請負代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年3月6日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5859
愛林興業（株）
（姫路市飾磨区恵美酒294-3）

保安林改良事業請負代
下刈　9.02ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年6月29日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5860
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

鶏籠山国有林分収育林事業請負代
被害木整理　0.47ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年1月30日 1,228,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5861
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

森林災害復旧事業請負代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年3月9日 13,701,618
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5862
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

森林災害復旧事業請負代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年3月9日 1,040,036
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5863
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

森林災害復旧造林事業請負代
被害木整理外　1.88ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年6月29日 6,339,067
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5864
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

分収育林事業請負代
被害木整理　0.47ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年1月30日 1,491,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5865
一宮町森林組合
（宍粟市一宮町安積1011-25）

保安林改良事業請負代
本数調整伐　11.84ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月26日 2,131,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5866
戸出木材
（三田市母子621）

造林事業請負代
衛生伐　179.19m3

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年4月27日 3,496,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5867
戸出木材
（三田市母子621）

堂徳山国有林保安林改良事業請負
代
本数調整伐　0.28ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年12月15日 9,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5868
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

河原山国有林水環境総合整備事業
請負代
除伐外　11.54ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年12月15日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5869
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

森林災害復旧造林事業請負代
被害木整理　2.95ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年8月22日 9,135,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5870
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

水環境総合整備事業請負代
除伐外　34.31ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月15日 6,930,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5871
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

造林事業請負代
地拵外　4.83ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月15日 1,559,474
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5872
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

造林事業請負代
地拵外　4.83ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月15日 1,034,026
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5873
山崎町森林組合
（宍粟市山崎町鹿沢79-36）

造林事業請負代
被害木整理　5.24ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年8月22日 15,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5874
千種町森林組合
（宍粟市千種町岩野辺1950-51）

造林事業請負代
保育間伐　8.46ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年8月5日 1,648,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5875
（有）藤原木材
（宍粟市一宮町東河内962-1）

音水国有林造林事業請負代
天然林受光伐　300m3

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月28日 2,966,386
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5876
波賀町森林組合
（宍粟市波賀町有賀513-21）

造林事業請負代
地拵外　9.45ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月15日 3,000,746
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5877
波賀町森林組合
（宍粟市波賀町有賀513-21）

造林事業請負代
地拵外　9.45ha

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年9月15日 2,293,493
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5878
波賀町森林組合
（宍粟市波賀町有賀513-21）

保安林改良事業請負代
被害木整理2.16ha　　　　　　　　
　　丸太筋工200ｍ

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成18年3月10日 9,975,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5879
兵庫県林業種苗協同組合
（神戸市中央区北長狭通5-5-18）

秋植苗木代　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　スギ・
ヒノキ　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　30,380本

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年10月6日 2,778,652
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5880
（社）兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（神戸市中央区下山手通5-7-6）

不動産特定調査事務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年6月1日 127,134
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5881
（財）兵庫県健康財団
（神戸市兵庫区荒田町2-1-12）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月28日 102,935
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取



5882
公立宍粟総合病院
（宍粟市山崎町鹿沢93）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年7月12日 428,690
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5883
山崎町シルバー人材センター
（宍粟市山崎町鹿沢78-7）

合宿所管理清掃代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年4月1日 179,280
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5884
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

数量調査業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年11月28日 417,438
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5885
庁舎清掃請負代
一式

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
笹沼　修
(兵庫県宍粟市山崎町今宿１００－
１)

平成17年4月1日 972,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5886
（株）藤原組
（鳥取市安長71－1）

南平林道災害復旧工事請負代
期間　H17.5.18～H17.9.14
82m

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年5月17日 11,130,000

既に施工中の工事と同一箇所での工事であり、工期
の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を
確保する上で、現工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5887
（有）澤田建設
（鳥取県日野郡日南町丸山340-1）

川東山腹追加工事
期間　H17.12.22～H17.12.31
吹付工

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年12月21日 5,040,000

既に施工中の治山工事と同一箇所での工事であり、
工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施
工を確保する上で、現工事施工者以外の者に施工さ
せることが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5888
（有）八頭土木建築
（鳥取県八頭郡若桜町岸野5-2）

坂の谷林道災害復旧工事請負代
期間　H17.6.4～H17.12.15
31m

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年6月3日 8,610,000

既に施工中の治山工事と同一箇所であり、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
する上で、現工事施工者以外の者に施工させること
が不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5889
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

沖ノ山国有林外造林事業請負代
保育間伐　11.24ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月29日 2,268,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5890
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

山王谷国有林造林事業請負代
除伐　7.37ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年9月26日 1,764,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5891
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

西ヶ谷国有林造林事業請負代
保育間伐　11.15ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年8月25日 1,932,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5892
西日本産商（株）
（鳥取県東伯郡北条町大字島703）

汐川前国有林造林事業請負代
衛生伐　66.92m3

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成18年1月30日 1,344,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5893
西日本産商（株）
（鳥取県東伯郡北条町大字島703）

小泉奥国有林造林事業請負代
保育間伐　16.39ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月29日 2,919,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5894
西日本産商（株）
（鳥取県東伯郡北条町大字島703）

船上山国有林分収育林事業請負代
保育間伐　7.79ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月20日 1,449,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5895
西日本産商（株）
（鳥取県東伯郡北条町大字島703）

中津国有林造林事業請負代
保育間伐　10.16ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年8月25日 1,743,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5896
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

那岐山国有林造林事業請負代
誘導伐　250m3

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月15日 1,875,744
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5897
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

小舟山国有林造林事業請負代
保育間伐　13.67ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年8月25日 2,583,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5898
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

東山国有林造林事業請負代
保育間伐　12.54ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月29日 2,331,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5899
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

鍋割国有林外造林事業請負代
下刈　24.69ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年6月29日 3,339,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5900
智頭町森林組合
（鳥取県八頭郡智頭町大字智頭
2081-4）

沖ノ山国有林造林事業請負代
誘導伐　1350m3

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月15日 9,892,890
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5901
智頭町森林組合
（鳥取県八頭郡智頭町大字智頭
2081-4）

沖ノ山国有林造林事業請負代
誘導伐　1350m3

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月15日 3,733,666
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5902
智頭町森林組合
（鳥取県八頭郡智頭町大字智頭
2081-4）

鳴滝山国有林造林事業請負代
除伐　6.92ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年9月26日 1,638,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5903
長谷川林業
（鳥取県日野郡日南町新屋841）

上代山保安林改良事業請負代
除伐　15.32ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成18年3月1日 3,486,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5904
八頭中央森林組合
（鳥取県八頭郡八頭町郡家763-10）

山王谷国有林分収育林事業請負代
保育間伐　7.87ha

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月20日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5905
中国電力（株）
（広島市中区小町4-33）

電気料

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年4月20日 1,377,826
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5906
鳥取トヨタ自動車（株）
（米子市二本木495-2）

車輌修繕代

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年7月29日 1,602,650

国有林内の立木が倒れて自家用車両を損傷したもの
であるが、相手方の意向及び契約保険会社の意向に
より修理会社が指定されたものであり、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5907
鳥取県石油協同組合
（米子市東町171）

自動車燃料代

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年8月22日 3,193,731
事業協同組合の保護育成のため予決令第９９条第１
８号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5908
（財）中国労働衛生協会
（鳥取市湖山町東4-95-1）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年6月17日 480,480
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5909
鳥取赤十字病院
（鳥取市尚徳町117）

婦人科検診料

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長
松岡善一
(鳥取市東町２丁目３２５)

平成17年12月5日 105,111
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5910
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

杉山国有林造林事業請負代
下刈　10.79ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月28日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5911
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

猿田原国有林造林事業請負代
保育間伐（活用型）　500m3

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月29日 1,352,642
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5912
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

島山国有林造林事業請負代
造林費活用型高齢級間伐　240m3

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年4月25日 4,398,066
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5913
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

島山国有林造林事業請負代
造林費活用型高齢級間伐　240m3

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年4月25日 1,295,395
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5914
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

波美本谷国有林製品生産事業請負
代
経常　620m3

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年11月11日 4,398,145
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5915
（株）リンケン
（島根県鹿足郡柿木村柿木625-3）

鈴の大谷国有林保安林改良事業請
負代
本数調整伐　25.29ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年11月7日 4,462,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5916
（株）松文オフテック
（松江市芋町6番地）

電子複写機賃貸借料

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年5月11日 1,125,980

一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借するこ
ととなり、撤去・設置費用等を要するなど、引き続
き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約て゜き
るため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5917
高津川森林組合
（益田市横田町454-1）

大魚国有林造林事業請負代
下刈　10.25ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月30日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5918
仁多郡森林組合
（島根県仁多郡奥出雲町三成444-
2）

船通山国有林保安林改良事業請負
代
本数調整伐外　22.79ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月15日 6,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5919
仁多郡森林組合
（島根県仁多郡奥出雲町三成444-
2）

船通山国有林保安林改良事業請負
代
本数調整伐外　11.30ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年10月31日 7,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5920
石央森林組合
（島根県那賀郡金城町大字下来原
1561-7）

柿木山288林班作業道作設事業請
負代
H18.2.2～H18.3.24
450m

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月1日 3,680,334

既に発注済の製品生産事業と同一箇所での附帯事業
であり、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ
適切な施工を確保する上で、現請負者以外の者に施
工させることが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5921
千代延林業（有）
（江津市桜江町大貫13）

程原国有林造林事業請負代
下刈　15.07ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月24日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5922
大原森林組合
（雲南市大東町下阿用401-1）

熊野国有林保安林改良事業請負代
本数調整伐　16.54ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月7日 3,024,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5923
大田市森林組合
（大田市大田町大田口1047-3）

佐比売国有林造林事業請負代
除伐　9.72ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年10月13日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5924
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

芦原国有林造林事業請負代
除伐　10.70ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月7日 2,593,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5925
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

吉田国有林造林事業請負代
除伐　22.07ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月7日 5,344,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5926
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

吉田国有林造林事業請負代
松くい虫衛生伐　113.75m3

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年5月19日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5927
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

今山国有林造林事業請負代
下刈　15.78ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月30日 1,858,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5928
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

程原232林班作業道作設事業請負
代
H17.7.5～H17.10.2
553m

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年7月4日 3,549,575
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5929
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

艾山国有林保安林改良事業請負代
本数調整伐外　8.29ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月7日 3,139,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5930
鳥取県石油協同組合
（米子市東町171）

自動車燃料代

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年5月20日 3,532,145
事業協同組合の保護育成のため予決令第９９条第１
８号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5931
飯石森林組合
（雲南市掛合町掛合2152-11）

程原229林班作業道作設事業請負
代
期間　H17.7.28～H17.10.28
668m

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年7月27日 4,155,979
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5932
邑智郡森林組合
（島根県邑智郡川本町因原66）

後畑国有林造林事業請負代
下刈　10.54ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月28日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5933
邑智郡森林組合
（島根県邑智郡川本町因原66）

後畑国有林分収育林事業請負代
保育間伐　11.35ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年6月28日 2,079,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5934
邑智郡森林組合
（島根県邑智郡川本町因原66）

竹山国有林保安林改良事業請負代
本数調整伐　15.47ha

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成18年2月7日 2,835,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5935
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
田中謙司
(松江市内中原町２０７)

平成17年11月28日 512,252
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5936
森安建設（株）
（岡山県勝田郡奈義町柿４－１）

那岐山山腹追加工事
期間　H17.10.13～H18.3.21
山腹工0.32ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月12日 17,430,000

既に施工中の治山工事と同一箇所での工事であり、
工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施
工を確保する上で、現工事施工者以外の者に施工さ
せることが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの



5937
森安建設（株）
（岡山県勝田郡奈義町柿４－１）

那岐山林道支線災害復旧工事請負
代
期間　H17.11.15～H18.2.17
50m

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年11月14日 5,250,000

既に施工中の工事と同一箇所での工事であり、工期
の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を
確保する上で、現工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5938
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

芦谷官行造林官行造林事業請負代
保育間伐　10.00ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年7月20日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5939
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

素材検知請負代
一式

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月16日 2,789,671

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5940
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

大戸山国有林造林事業請負代
保育間伐　12.19ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月13日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5941
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

白水山国有林造林事業請負代
除伐　5.99ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年5月31日 1,239,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5942
（株）誠商社
（津山市戸島634-19）

電子複写機保守代

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年5月13日 1,376,533

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交
換、消耗品の供給などは当該機器の製造メーカー代
理店である者でなければ履行できず、競争を許さな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5943
（有）戸川木材
（新見市哲西町大野部365）

入開山国有林造林事業請負代
保育間伐　10.66ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年11月2日 2,073,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5944
岡山県山林種苗協同組合
（岡山市岩田町2-30）

苗木代
スギ外5　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　63,000本

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月14日 11,948,926
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5945
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

加茂山国有林造林事業請負代
保育間伐　14.68ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年12月21日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5946
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

桂山国有林造林事業請負代
保育間伐　16.05ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 2,830,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5947
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

高松山国有林外造林事業請負代
下刈　35.03ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年6月22日 4,263,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5948
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

小吹山官行造林官行造林事業請負
代
保育間伐　11.94ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年1月25日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5949
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

土倉山国有林造林事業請負代
林内整理　1.77ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年1月12日 9,166,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5950
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

土倉山国有林造林事業請負代
作業路開設　0.36km

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年1月12日 2,908,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5951
岡山県森林組合連合会
（岡山市岡南町2-5-10）

竜ノ口山国有林外造林事業請負代
林内整理外　5.90ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年2月3日 8,893,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5952
加茂森林組合
（津山市加茂町桑原297-10）

黒木国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　1.07ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,743,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5953
加茂森林組合
（津山市加茂町桑原297-10）

黒木国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　1.07ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,433,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5954
加茂森林組合
（津山市加茂町桑原297-10）

黒木国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　1.07ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,023,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5955
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

石越国有林造林事業請負代
保育間伐　7.80ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 1,237,950
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5956
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

泉山国有林外造林事業請負代　
下刈　8.8ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年6月27日 1,081,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5957
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

泉山国有林森林災害復旧造林事業
請負代
林内整理外　4.77ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 11,031,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5958
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

泉山国有林森林災害復旧造林事業
請負代
林内整理外　4.77ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 2,653,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5959
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

泉山国有林森林災害復旧造林事業
請負代
植付　3.76ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月28日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5960
上斎原村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町上斎原519-
1）

大松官行造林地官行造林事業請負
代
林内整理　3.20ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月21日 7,633,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5961
真庭森林組合
（真庭市勝山1884-10）

伴原国有林造林事業請負代
林内整理外　4.76ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 11,467,761
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5962
真庭森林組合
（真庭市勝山1884-10）

伴原国有林造林事業請負代
作業路開設　0.74km

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 2,394,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5963
真庭森林組合
（真庭市勝山1884-10）

霰ヶ仙国有林保安林改良事業請負
代
林内整理外　3.15ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 5,629,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5964
真庭森林組合
（真庭市勝山1884-10）

霰ヶ仙国有林保安林改良事業請負
代
林内整理外　3.15ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,675,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5965
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

那岐山国有林森林災害復旧造林事
業請負代
林内整理外　9.11ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年8月17日 14,103,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5966
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

那岐山国有林森林災害復旧造林事
業請負代
林内整理外　9.11ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年8月17日 2,171,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5967
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

高ノ蜂国有林造林事業請負代
保育間伐　10.40ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年1月20日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5968
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

三室国有林造林事業請負代
保育間伐　14.24ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 2,719,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5969
大成林産（株）
（いなべ市北勢町阿下喜87）

上杉山国有林造林事業請負代
林内整理　2.05ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月13日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5970
中国電力（株）
（広島市中区小町4-33）

電気代

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月11日 1,212,529
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5971
津山市森林組合
（津山市沼596-1）

打ヶ茅野官行造林地官行造林事業
請負代
林内整理　1.75ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年7月28日 3,570,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5972
津山市森林組合
（津山市沼596-1）

大戸山国有林分収育林事業請負代
林内整理　0.75ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成18年2月25日 3,622,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5973
津山市森林組合
（津山市沼596-1）

津川山国有林保安林改良事業請負
代
林内整理外　1.50ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 2,937,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5974
津山市森林組合
（津山市沼596-1）

津川山国有林保安林改良事業請負
代
林内整理外　1.50ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,120,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5975
奈義町森林組合
（岡山県勝田郡奈義町豊沢303）

滝山国有林森林災害復旧造林事業
請負代
林内整理外　9.27ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年8月3日 16,269,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5976
奈義町森林組合
（岡山県勝田郡奈義町豊沢303）

滝山国有林森林災害復旧造林事業
請負代
歩道新設　1.50km

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年8月3日 1,032,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5977
奈義町森林組合
（岡山県勝田郡奈義町豊沢303）

那岐山国有林森林災害復旧造林事
業請負代
林内整理外　23.14ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 45,163,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5978
奈義町森林組合
（岡山県勝田郡奈義町豊沢303）

那岐山国有林森林災害復旧造林事
業請負代
林内整理外　23.14ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 2,159,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5979
奈義町森林組合
（岡山県勝田郡奈義町豊沢303）

那岐山国有林森林災害復旧造林事
業請負代
林内整理外　23.14ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 7,591,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5980
富村森林組合
（岡山県苫田郡鏡野町富西谷272-
11）

霰ヶ仙国有林造林事業請負代
保育間伐　7.76ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年9月14日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



5981
事業宿舎運営委託料
一式

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 972,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5982
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

古谷国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　2.37ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 7,388,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5983
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

古谷国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　2.37ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,883,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5984
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

古谷国有林保安林改良事業請負代
林内整理外　2.37ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月1日 1,612,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5985
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

古谷国有林保安林改良事業請負代
本数調整伐　8.92ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年5月31日 1,659,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5986
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

赤滝国有林外分収育林事業請負代
保育間伐　13.22ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月3日 2,341,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5987
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

用郷山国有林外造林事業請負代
下刈　13.65ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年6月22日 1,659,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5988
伏谷山林組合
（新見市大佐大井野3065）

用郷山国有林外造林事業請負代
保育間伐　13.88ha

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年8月31日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5989
（財）中国労働衛生協会
（津山市小原147-6）

血液検査代

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年5月11日 436,012
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5990
（財）淳風会
（岡山市万城東町3-1）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年7月6日 183,911
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5991
国有林野等巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年4月12日 345,840
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取



5992
小田中事業宿舎運営委託料
一式

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長
浪岡保男
(津山市小田中２２８－１)

平成17年10月1日 972,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

5993
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知業務請負代
一式

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年10月11日 1,044,632

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5994
（社）広島県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
（広島市東区二葉の里1-2-44-301）

境界確定業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年1月10日 1,142,574

当該業務は隣接者から突発的に境界確認を求められ
たことに伴う登記関係業務で表示登記等を短期間に
迅速・正確に行うことが求められ、緊急の必要によ
り競争に付することができないため。
会計法第２９条の３第４項

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

5995
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

釜ヶ峰山作業道作設請負代
期間　H17.5.28～H17.12.20
353.4m

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年5月27日 2,619,033
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5996
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

作業道作設請負代　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
釜ヶ峰国有林　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
212ｍ

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年6月20日 1,297,099
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5997
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
除伐外　11.54ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年2月17日 1,197,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5998
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
衛生伐　800m3

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年10月7日 10,006,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

5999
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

釜ヶ峰国有林造林事業請負代
保育間伐（活用型）　500m3

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月4日 4,577,082
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6000
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
除伐　4.22ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年10月28日 1,118,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6001
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
地拵外　8.57ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年9月14日 5,174,175
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6002
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
地拵外　8.57ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年9月14日 1,716,611
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6003
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
地拵外　8.57ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年9月14日 1,380,690
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6004
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

造林事業請負代
被害木林内整理外　4.84ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月30日 16,695,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6005
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

保安林（七ヶ所山）改良事業請負
代
倒木整理外　4.58ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年4月1日 9,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6006
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

保安林改良事業請負代
被害木林内整理外　6.46ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年12月15日 12,631,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6007
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

保安林保全緊急対策事業請負代
被害木林内整理外　3.07ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月1日 13,650,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6008
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

大番山国有林造林事業請負代
保育間伐　12.74ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年2月17日 2,169,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6009
広島県信連
（広島市大手町4-6-1）

仮事務所賃貸借料

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月7日 2,000,000
庁舎新築に伴う仮庁舎の賃貸借であり、場所が限定
されるため。
(第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

6010
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

造林事業事業請負代
松くい虫特別防除　70.31ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年6月1日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6011
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

造林事業請負代
下刈　9.53ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月4日 1,176,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6012
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

造林事業請負代
除伐　4.81ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年2月9日 1,121,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6013
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

奥地保安林保全緊急対策事業請負
代
被害木林内整理外　1.87ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月25日 11,550,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6014
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

奥地保安林保全緊急対策事業請負
代
植栽工外　0.02ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年11月29日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6015
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

造林事業請負代　　　　　　　　　
　　　　　　　保育間伐　60ｍ3

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年9月14日 1,018,550
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6016
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

造林事業請負代
被害木林内作業外　2.22ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年12月15日 10,731,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6017
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

分収造林事業請負代
被害木林内整理　4.89ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年2月17日 4,782,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6018
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

保安林（御所ヶ谷山）改良事業請
負代
倒木整理　2.82ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年4月1日 7,875,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6019
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

保安林改良事業請負代
被害木林内整理外　2.89ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月30日 1,606,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6020
神石郡森林組合
（広島県神石郡神石高原町安田
175-1）

保安林改良事業請負代
本数調整伐　27.40ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年2月3日 4,683,000
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者がなかったことから、予算決算及び会計令
第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

6021
西城町森林組合
（庄原市西城町中野1312）

官行造林事業請負代
保育間伐　30.62ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年9月29日 5,481,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6022
（有）中尾木材
（広島市安佐北区安佐町飯室4550-
1）

大土山国有林外造林事業請負代
除伐　6.02ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成18年3月9日 1,480,392
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6023
農事組合法人　犬伏山興産組合
（安芸高田市美土里町生田297）

造林事業請負代
下刈　25.39ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月4日 3,066,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6024
名越造林
（庄原市高野町上湯川704-1）

造林事業請負代
下刈　24.54ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月4日 1,703,257
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6025
名越造林
（庄原市高野町上湯川704-1）

造林事業請負代
下刈　24.54ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年7月4日 1,110,743
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6026
名越造林
（庄原市高野町上湯川704-1）

造林事業請負代
保育間伐　11.12ha

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月1日 2,016,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6027
旧庁舎清掃請負代
一式

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年5月13日 383,568
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6028
仮庁舎清掃外請負代
一式

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長
秋田豊樹
(三次市十日市中２丁目５－１９)

平成17年8月4日 883,043
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6029
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

官行造林事業請負代
保育間伐　10.40ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月16日 1,785,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6030
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
衛生伐　200.81m3

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月27日 2,761,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6031
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
林内整理　10.00ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月16日 19,425,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6032
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
保育間伐　117.96ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月17日 19,110,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6033
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
保育間伐　14.34ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月16日 3,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6034
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
下刈　25.99ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月30日 2,887,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6035
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
地拵外　7.71ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年9月8日 4,644,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6036
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
地拵外　7.71ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年9月8日 1,859,550
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6037
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
保育間伐　11.11ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年9月21日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6038
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
衛生伐　1090.57m3

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年9月29日 14,490,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6039
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

造林事業請負代
除伐　9.15ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年3月9日 1,701,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6040
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
本数調整伐外　4.93ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月21日 6,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6041
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
林内整理外　3.64ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年8月19日 1,631,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6042
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
林内整理外　3.64ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年8月19日 8,423,100
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6043
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
除伐外　48.4ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年12月8日 5,616,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6044
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
除伐外　48.4ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年12月8日 3,623,550
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6045
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
本数調整伐　31.49ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月9日 4,935,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6046
（有）春貝地木材
（広島市東区中山上2丁目28-10）

保安林改良事業請負代
地拵外　2.32ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年3月8日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6047
（有）森脇木材
（広島県佐伯郡宮島町1007-1）

森林景観回復事業請負代
伐倒駆除　169.66m3

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年9月29日 2,415,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6048
（有）池田木材
（広島県豊田郡安浦町大字原畑
1026）

造林事業請負代
林内整理　2.12ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月16日 4,725,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6049
（有）池田木材
（広島県豊田郡安浦町大字原畑
1026）

造林事業請負代
下刈　16.13ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月23日 1,837,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6050
（有）池田木材
（広島県豊田郡安浦町大字原畑
1026）

造林事業請負代
保育間伐　7.05ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年3月8日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6051
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

奥地保安林保全緊急対策事業請負
代
林内整理外　2.22ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月14日 6,765,150
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6052
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

彦山国有林製品生産事業請負代
経常　600m3

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月26日 8,537,585
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6053
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

彦山国有林製品生産事業請負代
経常　600m3

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月26日 1,596,797
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6054
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

造林事業請負代
下刈　22.38ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月23日 2,782,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6055
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

造林事業請負代
林内整理外　2.41ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月7日 7,560,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6056
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

造林事業請負代
除伐　4.45ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年3月9日 1,218,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6057
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

分収育林事業請負代
林内整理　2.03ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月2日 7,119,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6058
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

分収育林事業請負代
保育間伐　5.76ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年11月10日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6059
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

保安林改良事業請負代
林内整備外　5.68ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月1日 27,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6060
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

保安林改良事業請負代
下刈　9.00ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年6月30日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6061
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

保安林改良事業請負代
林内整理外　3.35ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月21日 2,181,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6062
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

保安林改良事業請負代
林内整理外　3.35ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月21日 1,164,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6063
広島県東部森林組合
（福山市御幸町大字中津原字廿軒
屋1690-1）

保安林改良事業請負代
林内整理外　3.35ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月21日 9,253,650
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6064
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

奥地保安林保全緊急対策事業請負
代
林内整理外　2.94ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月14日 1,352,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6065
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

奥地保安林保全緊急対策事業請負
代
林内整理外　2.94ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月14日 10,131,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6066
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

造林事業請負代
地拵外　10.39ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年11月17日 4,460,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6067
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

造林事業請負代
地拵外　10.39ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年11月17日 3,099,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6068
甲奴郡森林組合
（府中市上下町上下2809-1）

保安林改良事業請負代
林内整理作業外　1.05ha

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年12月15日 4,042,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6069
中国電力（株）
（広島市中区小町4-33）

電気代

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月14日 1,300,763
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6070
林クリニック
（広島市佐伯区湯来町下987）

診療費

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年5月10日 7,936,248

振動障害認定者治療の主治医であり、専門的知識を
有している者が限定されることから、契約の性質及
び目的が競争を許さないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6071
広島県樹苗農業協同組合
（広島市中区上八丁堀8-23）

治山用苗木代　　　　　　　　　　
　　　ヒノキ外４　　　　　　　
　　　　　　　　29,300本

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月16日 2,955,256

国土保全上の必要に基づき行う治山事業であるが、
各都道府県で苗木需給調整会議において統一価格が
設定されており、競争を許さないことから会計法第
２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6072
広島県樹苗農業協同組合
（広島市中区上八丁堀8-23）

造林用山行苗木代　　　　　　　　
　　ヒノキ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　45,500本

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月16日 4,180,312
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6073
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

検知請負代
一式

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月3日 470,332
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6074
巡視業務委託料
一式

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月13日 876,800
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6075
巡視業務委託料
一式

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年4月12日 394,560
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6076
（有）リキ総合事務所
（広島市中区白島九軒町6-15）

土地登記委託料
一式

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成18年2月28日 124,730
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6077
国家公務員共済組合連合会
（広島市中区吉島東3-2-33）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
村上不二男
(広島市中区吉島東３丁目２－５
１)

平成17年7月20日 258,724
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6078
（株）ミヤベ
（岩国市元町1-8-10）

城山災害対策追加工事
期間　H17.7.9～H17.10.21
山腹工0.16ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年7月8日 12,127,500

既に施工中の治山工事と同一箇所であり、工期の短
縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工を確保
する上で、現工事施工者以外の者に施工させること
が不利であると認められるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6079
（医）治徳会
（周南市大字湯野4217-2）

診療費

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月14日 4,003,468

振動障害認定者治療の主治医であり、専門的知識を
有している者が限定されることから、契約の性質及
び目的が競争を許さないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



6080
工藤林業
（山口市旭通り2-9-24）

長門峡国有林分収育林事業請負代
林内整理　0.18ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年3月15日 1,144,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6081
山口県森林組合連合会
（山口市駅通り2-4-17）

滑国有林外造林事業請負代
歩道修理　14.9km

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年3月20日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6082
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

水源流域広域保全事業請負代
本数調整伐　11.44ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年3月14日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6083
中国電力（株）
（広島市中区小町4-33）

電気料

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月8日 1,012,347
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6084
吉川林産興業（株）
（岩国市横山2-7-6）

古屋国有林造林事業請負代
保育間伐　16.63ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年3月6日 2,992,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6085
工藤林業
（山口市旭通り2-9-24）

滑山国有林保安林改良事業請負代
林内整理　1.70ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月1日 6,972,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6086
工藤林業
（山口市旭通り2-9-24）

保安林改良事業請負代
本数調整伐　13.50ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年8月30日 2,126,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6087
山口県森林組合連合会
（山口市駅通り2-4-17）

滑山国有林造林事業請負代
保育間伐　11.39ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年2月10日 2,051,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6088
山口県森林組合連合会
（山口市駅通り2-4-17）

足河内国有林造林事業請負代
保育間伐　6.29ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年2月16日 1,118,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6089
山口県石油協同組合
（山口市小郡高砂町3-10）

自動車燃料代

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年6月1日 1,664,829
事業協同組合の保護育成のため予決令第９９条第１
８号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6090
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

水源流域広域保全事業請負代
除伐外　17.09ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年9月15日 3,097,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6091
大和森林（株）
（松江市東朝日町87-6）

水源流域広域保全事業請負代
除伐　13.38ha

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成18年2月6日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6092
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月1日 423,360
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6093
錦川森林組合
（岩国市天尾1000-5）

巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月1日 423,360
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6094
巡視業務委託代
一式

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年4月1日 991,200
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6095
（財）山口県予防保健協会
（山口市吉敷3325-1）

健康診断料

分任支出負担行為担当官
山口森林管理事務所長
祐延邦資
(山口市大字野田３５－１)

平成17年8月9日 169,018
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6096
（株）森林ﾃｸﾆｸｽ　大阪支店
（東大阪市長田東4-1-44）

一ッ谷国有林山腹工測量設計業務
代（追加調査）
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年6月16日 1,575,000

現に履行中の調査業務において、当初予期し得な
かった事情により追加が必要になり、競争に付する
ことが不利と認められる。　(会計法第２９条の３
第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6097
国土防災技術（株）大阪支社
（大阪市都島区東野田町1-10-13）

カメノ谷地すべり移動観測業務請
負代
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年9月8日 3,360,000

本調査は平成１２年度からボーリング調査及び観測
により地すべり活動状況の把握を行っており、既済
の調査等の使用・解析が必要である。国土防災(株)
大阪支社は、平成１３年度から１６年に渡り本調査
を実施しており、現地を熟知していること、また、
当初から地元との協力体制及び連携が円滑に行われ
ていること、さらに、過去のデータに対して迅速な
対応が可能であることから、本調査を的確に履行で
きる唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6098
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

バイオビリオン代　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　10kg入袋229ヶ・20Ｌ入
缶1ヶ

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月1日 1,505,700

当局において松枯れ対策として植物活性剤の施肥試
験を行い、効果が実証されている製品はバイオビリ
オンしかなく、管内での本製品の販売権を持つ業者
は、1業者のみであることから、会計法第２９条の
３第4項に該当するため。

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6099
（株）あすなろ大阪
（大阪市中央区森ノ宮中央2-10-7）

鑑定外１検算等外部委託料
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月4日 4,377,483

売払い業務に係る鑑定補助事務等は、専門的技術及
び業務に精通していることが必要であり、また、業
務に関する情報の機密保持等の観点から信用確実な
事業者を選定する必要があり、業務の性格上競争を
許さないため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6100
（株）ＮＴＴデータ
（東京都江東区豊洲3-3-3）

アダムス回線使用料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年5月6日 9,453,720
アダムス回線は１者しか取扱がないことから、１者
に限定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの



6101
（株）ぎようせい
（東京都杉並区荻窪4-30-16）

追録代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年5月31日 1,004,980
追録は１者しか取扱がないことから、１者に限定さ
れるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6102
（株）都市環境設計
（大阪市浪速区恵美須西2-14-30）

庁舎新築工事施工監理業務代
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年8月24日 2,100,000

当該業務は広島北部署庁舎新築工事にかかる設計を
担当し、設計意図を的確に反映させることが出来る
相手であり、競争を許さない。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6103
（財）日本地図センター
（つくば市春日3-1-8）

空中写真代　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　855
枚

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月22日 3,115,800

当該物品のうち、国土地理院撮影分の写真
ネガを保有し、取り扱っている者は(財)日本地
図センターのみであり、競争を許さない。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6104
（社）奈良県公共嘱託登記土地調
査士協会
（奈良市紀寺町866-4）

大亀谷国有林分筆登記事務代
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年1月12日 1,186,500

当該業務は、専門的技術及び業務に精通している必
要があり、また、情報の機密保持の観点から信用確
実な事業者を選定する必要があったため。
(会計法第２９条３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6105
ＫＤＤＩ（株）カスタマセンター
（東京都新宿区西新宿2-3-2）

データオンデマンド代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 7,083,216

インターネット回線使用料は、林野庁段階において
一般競争入札により導入したものであることから競
争を許さないため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6106
ＮＴＴコミュニケーションズ
（福岡市博多区博多駅前1-5-1）

電話料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 2,086,430
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6107
ＮＴＴコミュニケーションズ
（福岡市博多区博多駅前1-5-1）

電話料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 3,462,561
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6108
アオイソフトウェア
（大阪市中央区徳井町1-2-9）

アダムスデータ入力代
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年5月18日 7,139,790
競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行って
も落札者がなかったことから、予算決算及び会計令
第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き一般競争入札を実施）

6109
キャノン販売（株）
（大阪市北区梅田3-3-10）

複写機保守契約

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 1,294,468

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交
換、消耗品の供給などは当該機器の製造メーカーで
あるキャノンでなければ履行できず、競争を許さな
いため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6110
ジョンソンコントロールズ
（大阪市西区靱本町1-11-7）

空調用自動制御機器保守点検代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 1,354,500

庁舎の空調用自動制御機器設備の保守・修繕におい
ては専用部品を使用する必要があり、その部品調達
はメーカー指定のメンテナンス特約店に限定されて
おり、競争を許さない。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6111
ドコモ・サービス関西
（大阪市城東区森之宮1-6-111）

携帯電話利用料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 2,365,165
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



6112
リコー関西（株）
（大阪市中央区谷町4-11-6）

複写機保守契約

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年5月18日 2,734,581

電子複写機の保守にあたり、点検や部品破損時の交
換、消耗品の供給などは当該機器の製造メーカーで
あるリコーでなければ履行できず、競争を許さない
ため。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6113
国家公務員共済組合連合会
（東京都千代田区九段南1-1-10）

平成１７年度賃貸借料（均等償還
額）

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月10日 71,606,390
国家公務員共済組合連合会からの特別借受宿舎の償
還金であり、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6114
国家公務員共済組合連合会
（東京都千代田区九段南1-1-10）

平成１７年度賃貸借料（公租公
課）

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年8月31日 3,696,233

国家公務員共済組合連合会からの特別借受宿舎の公
租公課であり、競争を許さないことから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6115
山陽不動産鑑定（株）
（神戸市中央区三宮町1-1-1）

三木山国有林土地鑑定料
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年1月25日 1,203,300

報酬料が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価(中央用地対策連絡協議会
（事務局に国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準)を使用しており、競争の余地
がない。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6116
大阪ガス（株）
（大阪市中央区平野町4-1-2）

ガス代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 2,295,335
庁舎等を管轄するガス会社であり、有利であると認
められることから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6117
不二熱学サービス（株）
（大阪市西区南堀江3-12-23）

冷暖房機保守業務委託代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 1,470,000

庁舎の冷暖房設備の保守・修繕においては専用部品
を使用する必要があり、その部品調達はメーカー指
定のメンテナンス特約店に限定されており、競争を
許さない。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6118
本出診療所
（大阪市北区同心1-8-3）

定期一般健康診断料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年7月1日 2,019,570

従来より同病院は当局の健康管理医に委嘱し、当該
検診結果に基づき職員の健康管理を実施しているた
め、競争を許さないことから会計法第２９条の３第
４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6119
リコー関西（株）
（大阪市中央区谷町4-11-6）

コピー機保守料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年11月17日 1,126,749
継続使用することで適正な価格での契約が見込める
ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6120
中国電力（株）
（広島市中区小町4-33）

電気料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月18日 1,079,933
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6121
鳥取県知事
（鳥取市東町1-220）

庁舎敷借料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 3,258,883
当該地域で庁舎敷地としての条件にあった物件に限
定されるため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他 ―
１７年度限
り

6122
関西電力（株）
（大阪市北区中之島3-3-22）

電気料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 11,056,874
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6123
大阪市
（大阪市北区中之島1-3-20）

水道料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 2,795,695
庁舎の所在する箇所の水道事業を実施しており、代
替性がないことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6124
（株）淺沼組
（大阪市天王寺区東高津町12-6）

庁舎吹抜修繕代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月27日 346,500
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6125
ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ　
ＨＩＲＯ　ＦＬＯＲＩＳＴ
（寝屋川市本町5-4）

庭木剪定代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月27日 157,500
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6126
関西ホーチキエンジニアリング
（大阪市西区立売堀3-8-18）

消防用設備等保守点検代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年10月7日 261,450
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6127
関西ホーチキエンジニアリング
（大阪市西区立売堀3-8-18）

消防用設備等保守点検代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月27日 185,850
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6128
三昌（株）
（高槻市明野町3-1）

床カーペット張替外代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月7日 231,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取



6129
扇田建設（株）
（大阪市中央区上町1-3-9）

大亀谷公務員宿舎風呂場タイル補
修代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月7日 157,500
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6130
東芝エレベータ（株）
（大阪市西区靭本町1-11-7）

昇降機保守料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 693,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6131
日本無線（株）関西支社
（大阪市北区堂島浜1-4-28）

無線局一斉免許申請等事務手続き
料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成18年3月6日 101,010
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6132
（財）関西電気保安協会
（大阪市西区北堀江3-1-16）

保安管理業務手数料

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 427,392
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6133
（財）淳風会
（岡山市万城東町3-1）

健康診断代

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年7月4日 171,775
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6134
庁舎清掃請負代
一式

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年4月1日 948,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6135
哲伸建設
（新見市千屋井原1424-2）

バックホウリース代　　　　　　　
　　　　　0.12ｍ3級　2ヶ月間

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長
船本博昭
(大阪市北区天満橋１丁目８－７
５)

平成17年7月15日 200,000
少額の為（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第７号）

見直しの余地あり ２者以上の見積書を徴取

6136
（有）大野運輸
（愛媛県喜多郡内子町本川2671）

素材運送代金　　　　　　　　　　
　　　　　4,413ｍ3

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年6月9日 6,640,921 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6137
柿本運輸（有）
（三好市池田町シマ974-1）

素材運送代金　　　　　　　　　　
　　　　　20,874ｍ3

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年6月9日 36,364,545 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6138
（有）章栄運輸
（高知県高岡郡梼原町上本村
600）

素材運送代金　　　　　　　　　　
　　　　　　5,272ｍ3

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年6月9日 9,282,502 運送のため（予決令第９９条第８号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6139
朝日航洋（株）西日本航空支社
（八尾市空港2-12）

製品生産事業請負金 1,074m3
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年11月25日 45,289,503
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6140
朝日航洋（株）西日本航空支社
（八尾市空港2-12）

製品生産事業請負金 254m3
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年10月11日 13,078,076
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6141
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

平成１７年度黒尊山（１０）保安
林改良事業 地拵3.32ha、植付
5.48ha外

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成18年1月12日 19,740,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6142
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

平成１７年度足摺山（１２４４）
保安林改良事業　丸太階段工198
基、コールインソイル敷設工197
ｍ２外

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成18年1月12日 11,025,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6143
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

平成１７年度自然再生推進モデル
事業（地拵作業外３）　下刈
2.20ha、地拵1.07ha外

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年8月16日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6144
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

平成１７年度自然再生推進モデル
事業（地拵作業外１）地拵
2.16ha、シカ防護柵設置0.74km外

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成18年1月16日 5,355,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6145
（株）フジタ商会
（徳島市佐古五番町9-3）

治山事業調査等積算システムメン
テナンス業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月27日 1,515,000
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6146
（株）フジタ商会
（徳島市佐古五番町9-3）

治山事業調査等積算システムメン
テナンス業務

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月27日 4,680,000
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6147
（財）高知県牧野記念財団
（高知市五台山4200-6）

足摺亜熱帯植物園植栽整備事業
（足摺山１２４４林班）植栽修景
整備一式

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成18年2月10日 3,958,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6148
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

編集製本作業請負金
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月13日 3,959,080
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6149
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

編集製本作業請負金
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月13日 3,959,200
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6150
東芝エレベータ（株）四国支店
（高松市サンポート２番１号）

エレベータ保守料（４ー３月分）
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月1日 1,512,000
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6151
（医）見元会
（高知市本町２丁目4-28）

健康診断料
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年7月26日 1,323,242
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6152
（有）高知事務機
（高知市山ノ端町215）

保守料金
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月1日 1,870,772
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6153
（有）高知事務機
（高知市山ノ端町215）

保守料金
支出負担行為担当官
四国森林管理局長　山根祥生
（高知市丸ノ内１丁目3-30）

平成17年4月1日 1,940,346
会計法第29条の３第４項（契約の性質が競争を許さ
ない場合）に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6154
高知県森林組合連合会
（高知市本町4丁目1-35）

委託販売手数料
(340.212m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月27日 1,011,833

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6155
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(319.167m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月5日 1,371,333

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6156
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(554.7552m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月21日 1,168,319

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6157
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(903.577m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年8月8日 4,554,169

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6158
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(672.939m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年8月31日 4,222,842

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6159
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(221.172m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月5日 1,380,821

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6160
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山3936-1）

委託販売手数料
(272.622m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月31日 1,493,281

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6161
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(380.824m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月31日 1,628,156

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6162
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(528.176m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年12月5日 2,269,804

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6163
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(340.212m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年12月8日 2,549,568

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6164
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(491.731m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月5日 3,274,461

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6165
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(2,125.200m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月15日 12,760,622

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6166
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

委託販売手数料
(134.114m3)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月24日 1,290,349

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6167
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

西谷山１００９造林事業（高齢級
間伐）請負300m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年4月18日 3,009,085
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6168
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

影地山２０４４造林事業（高齢級
間伐）請負2,000m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年4月18日 37,993,353
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6169
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

笹谷山１１４２造林事業（高齢級
間伐）請負1,100m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年4月27日 15,949,756
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6170
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

大段徳ケ谷山２０７６造林事業
（高齢級間伐）請負850m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月13日 13,704,978
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6171
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

奥山１１７８造林事業（高齢級間
伐）、高密度作業路網作設工事請
負1,500m3,作業路6.500m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月16日 24,962,244
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6172
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

奥山１１７８造林事業（高齢級間
伐）、高密度作業路網作設工事請
負（1,500m3,作業路6.500m）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月16日 12,204,867
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6173
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

土ケ尾山１１０２造林事業（高齢
級間伐）請負1,300m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月16日 24,255,869
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6174
福本造林（有）
（安芸市花園町2-29）

下久保山３１造林事業（高齢級間
伐）請負1,500m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月19日 35,805,287
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6175
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

造林事業（天然林受光伐）請負
1,500m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月27日 24,740,074
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6176
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

春ヶ谷山１０４５造林事業（高齢
級間伐）高密度作業路網作設工事
2,000m3,作業路3,500m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月1日 33,424,157
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6177
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

春ヶ谷山１０４５造林事業（高齢
級間伐）高密度作業路網作設工事
（2,000m3,作業路3,500m）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月1日 2,900,027
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6178
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

大段徳ケ谷山２０７５造林事業
（誘導伐）請負1,900m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月9日 31,099,620
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6179
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

西又東又山２１２８造林事業（高
齢級間伐）請負900m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月13日 15,762,475
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6180
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

椎尾山１１７９造林事業（高齢級
間伐）請負900m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月21日 23,288,055
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6181
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

栃谷山２０８０（下刈）造林事業
請負15.97ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月30日 1,830,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6182
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

杉ノ谷杉山７（下刈）造林事業請
負74.45ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月30日 7,630,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6183
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

笹谷山１１４３造林事業（高齢級
間伐）、高密度作業路網作設工事
請1,900m3,作業路950m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月11日 46,215,091
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6184
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

笹谷山１１４３造林事業（高齢級
間伐）、高密度作業路網作設工事
請（1,900m3,作業路950m）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月11日 2,245,866
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6185
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

大戸山２０２９造林事業（天然林
受光伐）請負270m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月28日 3,269,379
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6186
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

北栃谷桑ノ木山２２３５造林事業
請負（保育間伐）1,200m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年8月24日 19,135,639
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6187
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

大道南山１１６３造林事業（保育
間伐）請負35.27ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月3日 7,054,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6188
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

北栃谷桑木山２２３５造林事業請
負（除伐外）12.57ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月24日 2,903,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6189
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

須川山１０１８造林事業（高齢級
間伐）、高密度作業路網作設工事
900m3,作業路460m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月17日 16,123,787
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6190
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

須川山１０１８造林事業（高齢級
間伐）、高密度作業路網作設工事
（900m3,作業路460m）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月17日 1,093,361
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6191
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

大戸山２０２７（天１植付外１）
造林事業請負2.88ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月30日 2,729,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6192
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

大戸山２０２７（天１植付外１）
造林事業請負(2.88ha)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月30日 1,571,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6193
福本造林（有）
（安芸市花園町2-29）

躑躅尾山１１３８外造林事業（高
齢級間伐）請負1,400m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年12月26日 20,270,051
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6194
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

谷山北平山２０９３造林事業請負
（除伐Ⅱ類）8.88ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月12日 1,998,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6195
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

西谷山１００８造林事業請負（地
拵外３）16.47ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月20日 7,921,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6196
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

西谷山１００８造林事業請負（地
拵外３）(16.47ha)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月20日 4,474,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6197
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

谷山北平山２０９３造林事業請負
（地拵外１）(1.16ha)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月20日 1,183,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6198
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

和田山２０９８造林事業請負（植
付外３）(0.96ha)

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月20日 1,363,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6199
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

須川山１０１４造林事業請負（保
育間伐）108.55ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月27日 20,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6200
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

大段徳ヶ谷山２０７６造林事業請
負（植付）2.21ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年2月14日 2,180,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6201
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

春ヶ谷山（１０４５）保安林改良
事業2,619m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年2月27日 4,801,583
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6202
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

奥山（１１７８）保安林改良事業
1,400m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年2月27日 3,657,858
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6203
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

須川山１０１６治山森林整備事業
請負（本数調整伐外）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年5月19日 5,900,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6204
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

南亀谷山２０１５治山森林整備事
業請負9.78ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年9月22日 2,270,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6205
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

一ノ谷山２１００製品生産事業請
負1,350m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年4月22日 24,609,842
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6206
福本造林（有）
（安芸市花園町2-29）

野川山１０２９製品生産事業請負
250m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年9月21日 3,649,601
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6207
安芸流域国有林整備共同事業体
（高知県安芸郡馬路村馬路3744）

雁巻山（２０３１）製品生産事業
請負900m3

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月16日 13,607,239
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6208
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
11,000m3）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月11日 2,665,329
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6209
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年7月11日 9,892,086
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6210
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年10月13日 10,997,156
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6211
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年11月16日 3,283,998
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6212
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年12月13日 9,091,426
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6213
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年1月16日 5,086,573
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6214
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年2月7日 8,838,800
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6215
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月15日 3,488,208
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6216
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

業務委託（システム販売
(11,000m3)）

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月15日 3,268,558
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6217 宿泊所運営委託料（４ー３月分）
分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年4月1日 2,856,000
業務内容の特殊性及びこれまでの契約履行の実績等
から信用確実であることから。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6218
（株）エコアス馬路村
（高知県安芸郡馬路村馬路1464-
3）

影地山２０４７（本数調整伐Ｂ外
１）水源流域広域保全整備事業
15.49ha

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　平野幸延（安芸市川
北乙1773-6）

平成17年6月15日 3,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6219
高知県種苗緑化協同組合
（高知県香美郡土佐山田町神母ノ
木159-1）

山行き苗木代スギ51,800本、ヒノ
キ4,800本

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年2月3日 3,485,475
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6220
別役林業企業組合
（安芸市別役259）

須川山１０１７作業路作設工事請
負724m

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月10日 1,995,000
特殊な技術を要する事業でありこれに精通した技術
力のある者がいないことから会計法29条の３第４
項、予決令102条の４第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6221
東京製綱テクノス（株）
（東京都中央区日本橋蛎殻町1-
13-7）

東川橋ワイヤーロープ健全性診断
業務

分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月15日 2,625,000
会計法第29条の３第４項、予決令102条の４第１項
３号（特許；線状体の腐植度測定装置及び方法）に
該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6222
ハイトカルチャ（株）
（大阪市城東区関目5-18-14）

ヘキサチューブ代4,800セット
分任支出負担行為担当官　安芸森
林管理署長　内田安久（安芸市川
北乙1773-6）

平成18年3月17日 5,846,400
特殊の物品であり買入れ先が特定されることから会
計法29条の３第４項、予決令102条の４第１項３号
に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6223
高知県森林組合連合会
（高知市本町4-1-35）

委託販売手数料(2,237.591m3)
分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成18年3月8日 6,876,708

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6224
高知県森林組合連合会
（高知市本町4-1-35）

委託販売手数料(443.586m3)
分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年11月11日 1,469,849

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6225
高知県森林組合連合会
（高知市本町4-1-35）

委託販売手数料(542.981m3)
分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年12月12日 1,781,001

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6226
香美森林組合
（高知県香美郡香北町美良布
1100）

地拵（８い３外）造林事業請負金
2.40ha

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年11月15日 2,060,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6227
香美森林組合
（高知県香美郡香北町美良布
1100）

植付（８い３外）造林事業請負金
2.41ha

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成18年3月1日 1,029,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6228
高知県素材生産業協同組合
（高知市小倉町2-8）

造林事業（保育間伐集造材外）事
業請負金2,316m3

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年6月21日 31,100,124
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6229
物部森林組合
（高知県香美郡物部村大栃1548-
4）

楮佐古山１５い林小班造林事業請
負金1,632m3

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年6月1日 22,127,008
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6230
物部森林組合
（高知県香美郡物部村大栃1548-
4）

地拵外２（５２と３外）造林事業
請負金 地拵8ha外

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年11月15日 4,243,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6231
物部森林組合
（高知県香美郡物部村大栃1548-
4）

植付（５２と３）造林事業請負金
7.98ha

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成18年3月1日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6232
香美森林組合
（高知県香美郡香北町美良布
1100）

柚ノ木山（５）保安林改良事業
（明許）請負金本数調整伐9.87ha
外

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年5月20日 2,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6233
物部森林組合
（高知県香美郡物部村大栃1548-
4）

柳井谷（３０）保安林改良事業
（明許）請負金本数調整伐
26.08ha外

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成17年5月20日 5,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6234
高知県種苗緑化協同組合
（高知県香美郡土佐山田町神母ノ
木159-1）

山行き苗木代スギ750本、ヒノキ
23,850本

分任支出負担行為担当官　高知中
部森林管理署長　奥村剛（香美市
物部町大栃1539）

平成18年2月9日 1,726,452
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6235
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 458m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月12日 1,544,565

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6236
三好木材ｾﾝﾀｰ事業協同組合
（三好市三野町加茂野宮１５６－
１）

委託販売手数料  291m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月10日 1,289,536

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6237
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 397m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年7月11日 1,461,930

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6238
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 1,346m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年7月11日 6,108,541

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6239
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 657m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月8日 2,240,376

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6240
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 194m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年9月8日 1,013,519

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6241
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 790m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年10月11日 2,892,131

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6242
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 338m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年10月21日 1,311,398

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6243
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 244m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年10月21日 1,422,967

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6244
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 703m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月9日 2,180,000

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6245
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山３９３６－
１）

委託販売手数料 538m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月9日 2,194,458

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6246
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 336m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月9日 1,553,871

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6247
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山３９３６－
１）

委託販売手数料 342m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年12月8日 1,425,680

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6248
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 1064m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年12月8日 3,546,879

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6249
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 536m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月9日 2,703,044

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6250
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山３９３６－
１）

委託販売手数料 978m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月9日 4,411,832

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6251
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 1204m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月9日 4,220,051

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6252
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 810m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月31日 3,979,418

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6253
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山３９３６－
１）

委託販売手数料 617m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月31日 2,509,551

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6254
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家８０－
１）

委託販売手数料 664m3
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年3月31日 2,354,636

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6255
福留林業（有）
（高知市介良乙1467-7）

向山（１０３い）造林事業、高密
度作業路網作設工事請負金

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 10,182,264
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6256
福留林業（有）
（高知市介良乙1467-7）

向山（１０３い）造林事業、高密
度作業路網作設工事請負金1,882m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 3,843,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6257
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

八風呂五斗尻山（２４３は外）造
林事業、製品生産事業請負金
481m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月19日 5,943,981
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6258
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

八風呂五斗尻山（２４３は外）造
林事業、製品生産事業請負金
252m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月19日 6,796,286
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6259
大川村森林組合
（高知県土佐郡大川村小松28-6）

麻谷山（１０９は）造林事業（高
齢級間伐）請負金998m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月21日 13,063,152
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6260
大豊町森林組合
（高知県長岡郡大豊町杉1079-1）

青ザレ山（６３ろ）造林事業（高
齢級間伐）請負金536m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月9日 9,362,710
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6261
本山町森林組合
（高知県長岡郡本山町本山794-
8）

奥白髪山（２３は）造林事業（高
齢級間伐）請負金405m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月9日 5,544,770
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6262
高知中央森林組合
（高知県吾川郡いの町小川東津賀
才84-1）

長沢山（２３７外７）造林事業請
負金（下刈）44.38ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月16日 4,591,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6263
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

名ノ川山（２６４は１外）造林事
業（誘導伐）請負金1,195m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月16日 17,502,582
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6264
仁淀川森林組合
（高知県吾川郡吾川村大崎270-
3）

雑誌山（２７７外４）造林事業請
負金（下刈）9.47ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月16日 1,052,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6265
大川村森林組合
（高知県土佐郡大川村小松28-6）

麻谷山（１０９外６）造林事業請
負金（下刈）34.37ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月16日 3,534,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6266
土佐町森林組合
（高知県土佐郡土佐町土居26-1）

一の谷山（７９外２）造林事業請
負金（下刈）13.16ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月16日 1,343,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

6267
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

奥南川山（２６９と１）造林事業
（誘導伐）請負金（第２回）
946m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年7月26日 13,361,593
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6268
（株）とされいほく
（高知県長岡郡大豊町川口2042-
16）

北向山（１１６い）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金
1,441m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月1日 18,501,461
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6269
（株）とされいほく
（高知県長岡郡大豊町川口2042-
16）

北向山（１１６い）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金
3,000m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月1日 7,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6270
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

大師谷山（７３に）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金
1,211m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月1日 15,618,605
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6271
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

大師谷山（７３に）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金
3,038m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月1日 8,004,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6272
大豊町森林組合
（高知県長岡郡大豊町杉1079-1）

黒森山（９５い）造林事業（保育
間伐・活用型）請負金　第４回
833m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月2日 12,086,426
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6273
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

休場川緑山（２２４ろ外１）造林
事業請負金（除伐２類外１）
7.03ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月25日 1,592,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6274
大豊町森林組合
（高知県長岡郡大豊町杉1079-1）

尾生山（５４い外２）造林事業請
負金（保育間伐外１）68.53ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年8月25日 15,016,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6275
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

能谷山（１１３ろ）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金412m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年9月1日 7,270,207
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6276
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

能谷山（１１３ろ）造林事業・高
密度作業路網作設工事請負金
1,667m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年9月1日 2,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6277
香美森林組合
（高知県香美郡香北町美良布
1100）

中の川山（１０２は）造林事業
（誘導伐）請負金708m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年9月1日 7,137,263
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6278
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

橘山（２７５ろ４）造林事業請負
金（除伐外１）9.69ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年10月28日 2,184,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6279
高知中央森林組合
（高知県吾川郡いの町小川東津賀
才84-1）

長沢山（２３６い４外４）造林事
業請負金（地拵外１）19.21ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月10日 7,482,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6280
土佐町森林組合
（高知県土佐郡土佐町土居26-1）

一ノ谷山（７７い１外１）造林事
業請負金（地拵）5.32ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月10日 1,770,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度から）

6281
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

郷茶山（５２い外２）造林事業・
高密度作業路網作設工事請負金１
回399m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月14日 8,553,957
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6282
福留林業（有）
（高知市介良乙1467-7）

中の川山（１０１い外１）造林事
業（誘導伐）請負金（第３回）
1,603m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月17日 17,572,966
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6283
高知中央森林組合
（高知県吾川郡いの町小川東津賀
才84-1）

長沢山（２３６い４外４）造林事
業請負金（植付）19.21ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年2月6日 7,569,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6284
土佐町森林組合
（高知県土佐郡土佐町土居26-1）

一ノ谷山（７７い１外１）造林事
業請負金（植付）5.32ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年2月6日 1,811,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6285
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

奥南川山（２６７除伐）保安林改
良事業請負金37.59ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 7,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6286
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

竜王山（除伐２５）保安林改良事
業請負金11.39ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 2,178,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6287
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

八風呂五斗尻山（本数調整伐Ａ２
４３外）保安林改良事業6.78ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 1,472,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6288
仁淀川森林組合
（高知県吾川郡吾川村大崎270-
3）

椿山（本数調整伐Ａ外２７９外
４）（明許）保安林改良事業請負
69.67ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月30日 13,910,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6289
高知中央森林組合
（高知県吾川郡いの町小川東津賀
才84-1）

松枝山（除伐外２３３外２）（明
許）保安林改良事業請負金
34.10ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月30日 6,765,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6290
（株）とされいほく
（高知県長岡郡大豊町川口2042-
16）

北向山（１１６い）保安林改良事
業請負金2,998m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年2月24日 6,972,097
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6291
本山町森林組合
（高知県長岡郡本山町本山794-
8）

奥白髪山（本数調整伐Ｂ２６外）
水源流域広域保全事業請負金
15.28ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月13日 3,690,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6292
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

八風呂五斗尻山（本数調整伐Ａ２
４３）（明許）保安改良請負金
4.90ha

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月30日 1,151,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6293
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

奥南川山（２６７ほ２）製品生産
事業請負金260m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月11日 3,239,424
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6294
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

一ノ谷山（７７い外１）製品生産
事業請負金875m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年4月18日 11,421,272
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6295
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

八風呂五斗尻山（２４２と１外）
製品生産事業請負金563m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月18日 11,317,931
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6296
高知中央森林組合
（高知県吾川郡いの町小川東津賀
才84-1）

奥南川山（２６７へ１１）製品生
産事業請負金187m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年5月19日 2,083,544
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6297
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

大師谷山（７３に）製品生産事業
請負金513m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　神谷寛基（長岡郡本
山町本山850）

平成17年6月10日 6,700,652
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6298
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

奥南川山（２６７に４）製品生産
事業請負金（第２回）861m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年10月28日 12,941,541
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6299
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

奥南川山（２６７へ１２外）製品
生産事業請負金（第２回）454m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月17日 6,075,080
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6300
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家80-1）

業務委託（システム販売素材検知
業務・巻立業務）1775m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年11月9日 3,195,938
会計法29条の３第４項、予決令１０２条の４第３号
に該当する（当該地域には検知等の技術を有する業
者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6301
嶺北木材協同組合
（高知県長岡郡本山町寺家80-1）

業務委託（システム販売素材検知
業務・巻立業務）2276m3

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年1月12日 3,448,285
会計法29条の３第４項、予決令１０２条の４第３号
に該当する（当該地域には検知等の技術を有する業
者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6302
福留林業（有）
（高知市介良乙1467-7）

中の川山１０１林班い小班外１高
密度作業路網作設工事請負金
1,112m

分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成17年9月1日 3,294,850
特殊な技術を要する事業でありこれに精通した技術
力のある者がいないことから会計法第29条の３第４
項、予決令102条の４第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6303
高知県種苗緑化協同組合
（高知県香美郡土佐山田町神母ノ
木159-1）

山行苗木代金73,600本
分任支出負担行為担当官　嶺北森
林管理署長　渡辺衛市（長岡郡本
山町本山850）

平成18年2月2日 5,170,032
事業運営上の必要に基づき造林事業を行うものであ
り、予決令第99条第23号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6304

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   779.295m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月10日 2,846,864

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6305
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   472.015m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月10日 1,573,372

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6306

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   989.898m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月15日 3,345,472

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6307

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   1,862.225m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年8月15日 6,036,336

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6308
大木坑木（有）宇和島出張所
（愛媛県北宇和郡三間町増田３８
９）

委託販売手数料   285.256m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年8月15日 1,014,790

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6309

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   762.232m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年9月12日 2,582,650

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6310
（株）日吉原木市場
（愛媛県北宇和郡鬼北町大字上鍵
山５２３）

委託販売手数料   355.194m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年9月12日 1,193,866

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6311
高知県森林組合（連）幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   983.357m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年9月12日 3,213,866

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6312

高知県森林組合（連）高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   616.31m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月13日 2,218,012

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6313
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   876.788m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月13日 2,974,412

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6314
大木坑木（有）宇和島出張所
（愛媛県北宇和郡三間町増田３８
９）

委託販売手数料   355.167m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月13日 1,264,885

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6315
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   1,416.45m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年8月15日 4,458,255

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6316
大木坑木（有）宇和島出張所
（愛媛県北宇和郡三間町増田３８
９）

委託販売手数料   296.599m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月9日 1,065,158

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6317

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   1,131.265m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月9日 3,837,586

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6318
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   1,684.517m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月9日 6,543,375

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6319

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   575.836m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月14日 2,132,412

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6320
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   710.376m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月14日 2,513,613

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6321

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   504.378m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月12日 1,858,615

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6322
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   740.016m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月12日 2,680,000

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6323
高知県森林組合連合会幡多木材共
販所
（宿毛市山奈町山田５４４７）

委託販売手数料   1671.854m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月29日 6,281,964

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6324
大木坑木（有）宇和島出張所
（愛媛県北宇和郡三間町増田３８
９）

委託販売手数料   311.676m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月29日 1,158,548

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6325

高知県森林組合連合会高幡木材共
販所
（高知県高岡郡四万十町替坂本
５）

委託販売手数料   2,266.901m3
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月29日 8,113,897

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6326
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

高齢級間伐造林事業（大野川山１
２３８）請負金2,162m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月20日 24,509,343
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6327
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

高齢級間伐造林事業外（岡崎木屋
山４０８２い）請負金1,802m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月12日 28,879,069
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6328
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

高齢級間伐造林事業外（岡崎木屋
山４０８２い）請負金　作業路
1,877ｍ

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月12日 3,870,716
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6329
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

誘導伐造林事業（払川山３０６８
い林小班）請負金603m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月12日 8,212,824
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6330
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

高齢級間伐造林事業（上大物川山
１０４１）請負金580m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月21日 10,547,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6331
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

誘導伐造林事業（窪野郷山４００
４）請負金957m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月11日 14,910,435
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6332
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

高齢級間伐造林事業（汢尾山１２
０１林班）請負金534m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月12日 8,615,377
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6333
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

高齢級間伐造林事業（不入山３２
７９外）請負金1,409m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年5月25日 23,178,224
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6334
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

地拵え外造林事業（川平郷山１２
１７い）請負金7.14ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月15日 2,791,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6335
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

植え付け造林事業（川平郷山１２
１７林班い小班）請負金6.56ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月6日 2,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6336
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

除伐外１造林事業（葛掛山１００
４ろ林小班外３）請負金1.15ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月21日 2,274,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6337
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

高齢級間伐造林事業（四十畑山３
０７０い外）請負金2,203m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月14日 32,825,872
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6338
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

高齢級間伐造林事業（桧尾山４０
８０林班い小班）請負金2,193m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月14日 34,572,577
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6339
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

下刈造林事業（払川山３０４６に
林小班外）請負金25.71ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 2,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6340
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

高齢級間伐造林事業（桧曽畑山４
０８３外）請負金1,508m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月15日 22,589,535
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6341
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

下刈造林事業（市ノ又山２０３９
と５外）請負金12.55ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月28日 1,420,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6342
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

地拵え造林事業（払川山６８い林
小班）請負金4.95ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月18日 1,592,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6343
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

地拵え外１造林事業（窪ノ郷山４
００４い１外２）請負金12.08ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月2日 6,041,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6344
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

植付造林事業（払川山３０６８
い）請負金4.95ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月15日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6345
高幡森林組合共同事業体
（高知県幡多郡大正町田野々475-
2）

植付造林事業　（窪ノ郷山４００
４い１外２）請負金12.09ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月17日 3,700,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6346
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

誘導伐造林事業（窪野郷山４００
４い１林小班）請負金297m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月8日 4,048,345
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6347
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

高齢級間伐造林事業（野々川山２
０３３）請負金563m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月25日 10,904,074
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6348
四万十森林組合共同事業体
（高知県高岡郡津野町力石2878）

下刈造林事業（島ノ川山３２３０
い１５林小班外）請負金35.12ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 3,580,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6349
四万十森林組合共同事業体
（高知県高岡郡津野町力石2878）

地拵え外１造林事業（轟山３２０
２に外）請負金8.19ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月2日 2,822,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6350
四万十森林組合共同事業体
（高知県高岡郡津野町力石2878）

地拵造林事業（栃ノ木谷山３２２
７ほ林小班）請負金3.00ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月12日 1,119,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6351
四万十森林組合共同事業体
（高知県高岡郡津野町力石2878）

植付造林事業（轟山３２０２い外
２）請負金11.19ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月15日 3,360,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6352
植村木材（有）
（高知県高岡郡四万十町昭和672-
14）

高齢級間伐造林事業（名尻山２０
７林班）請負金819m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月11日 11,004,376
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6353
植村木材（有）
（高知県高岡郡四万十町昭和672-
14）

高齢級間伐造林事業（奥影山７９
林班）請負金470m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月20日 9,215,230
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6354
植村木材（有）
（高知県高岡郡四万十町昭和672-
14）

造林事業・高密度作業路網作設工
事（葛ノ川山９１）請負金
1,203m3,作業路2,769m

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月7日 22,083,823
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6355
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

下刈造林事業（森ヶ内山３０３３
い１林小班外）請負金29.72ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 2,870,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6356
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

下刈造林事業（上足谷山２０６５
い２外）請負金10.28ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 1,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6357
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

地拵え外１造林事業（志進畑山３
２３７い１外１）請負金7.50ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月2日 2,967,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6358
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

植付造林事業（志進畑山３２３７
い１林小班外３）請負金11.43ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月22日 4,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6359
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

松食い虫防除造林事業（入野東浜
林）請負金10.20ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月1日 1,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6360
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

高齢級間伐造林事業（袖ノ山４２
林班）請負金1,486m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月20日 23,110,806
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6361
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

下刈り造林事業（赤市山１００１
ほ林小班外）請負金29.37ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 3,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6362
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

下刈造林事業（上足川山２０６３
と１外）請負金19.46ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月7日 2,220,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6363
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

地拵え外２造林事業（奥川原郷山
１２１５い２）請負金4.07ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月25日 2,171,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6364
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

地拵え外２造林事業（本モ川山１
２６３は林小班外１）請負金
6.58ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月10日 3,447,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6365
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

地拵え外２造林事業（川奥山５４
に１林小班）請負金 4.89ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月1日 2,219,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6366
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

植付造林事業（本モ川山１２６３
林班は小班外１）請負金 6.61ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月6日 2,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6367
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

植付造林事業（奥川原郷山１２１
５林班い２小班）請負金4.10ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月6日 1,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6368
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

植付造林事業（川奥山５４林班に
１小班）請負金4.92ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月15日 1,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6369
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

衛生伐造林事業（入野東浜林１０
４い林小班）請負金5.93ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年3月6日 1,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6370
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

除伐２類造林事業（譲葉谷山１０
０７ろ林小班）請負金8.65ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月11日 1,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6371
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

高齢級間伐造林事業（掃地山７１
林班）請負金2,134m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月13日 30,663,733
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6372
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

上畑山（１０２８）保安林改良事
業（明許）請負金12.14ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年5月31日 2,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6373
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

上足川山（５２）保安林改良事業
（明許）請負金　本数調整伐
10.97ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月11日 2,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6374
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

小川東平山（１０４５外）保安林
改良事業（明許）請負金　本数調
整伐13.80ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年8月5日 3,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6375
四万十森林組合共同事業体
（高知県高岡郡津野町力石2878）

七曲山（３２０３）保安林改良事
業請負金　本数調整伐9.70ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年9月28日 1,682,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6376
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

立打山（９４）保安林改良事業
（明許）請負金　本数調整伐
18.17ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月5日 3,620,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6377
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

猪ノ子郷山（３７）保安林改良事
業請負金　本数調整伐13.71ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月18日 3,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6378
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

大成川山（３８）保安林改良事業
請負金　本数調整伐24.44ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月1日 5,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6379
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

黒尊山（２８）保安林改良事業請
負金　本数調整伐8.80ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月12日 2,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6380
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

大野川山（１２３８外）保安林改
良事業請負金 作業道6,330m

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月24日 14,558,946
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6381
植村木材（有）
（高知県高岡郡四万十町昭和672-
14）

葛ノ川山（９１外）保安林改良事
業請負金 作業道1,401m

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月24日 2,850,185
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6382
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

本数調整伐Ａ治山森林整備事業
（下久百山）請負金　11.20ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月26日 1,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6383
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

本数調整伐Ａ治山森林整備事業
（落山２０７０い）請負金
24.05ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月26日 4,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6384
（有）丸金商店
（須崎市下分乙１８５８）

本数調整伐Ａ治山森林整備事業
（榎郷山１０２２）請負金
17.16ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月26日 2,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6385
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

製品生産事業（中森奥藤山１０５
５林班は１小班）請負金1,015m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月25日 18,270,556
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6386
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

保育間伐（活用型）造林事業（窪
野郷山４００４い１外）請負金 
421m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年12月22日 8,752,074
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6387
高知県素材生産業協同組合連合会
（高知市小倉町2-8）

保育間伐（活用型）造林事業（３
２５５い外）請負金941m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月20日 16,011,886
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6388
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

保育間伐（活用型）造林事業（日
見須山２０６７）請負金153m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年11月14日 3,022,757
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6389
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

保育間伐（活用型）造林事業（引
地山２１６）請負金553m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月24日 9,402,531
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6390
大正町森林組合
（高知県高岡郡四万十町大正475-
2）

業務委託（９から３月システム販
売に係る検知代等）2232.683m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年1月12日 2,909,061
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6391
津野町森林組合
（高知県高岡郡津野町力石2878）

業務委託（１２～２月システム販
売に係る検知代等）1232.88m3

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年1月12日 1,617,535
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6392
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

黒尊山（９）生活環境保全整備事
業請負金　除伐7.55ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年6月6日 1,670,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6393
清水林業企業組合
（高知県高岡郡四万十町昭和34-
4）

黒尊山（６外）生活環境保全林整
備事業請負金　除伐14.96ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年7月22日 6,400,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6394
幡多流域国有林整備共同事業体
（四万十市佐岡415-5）

黒尊山（９）生活環境保全林整備
事業請負金　本数調整伐7.86ha

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年10月13日 1,850,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6395
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

高密度作業路網作設工事（大野川
山１２３８い外１）請負金4,352m

分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成17年4月20日 15,969,224
特殊な技術を要する事業でありこれに精通した技術
力のある者がいないことから会計法第29条の３第４
項、予決令102条の４第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6396
高知県種苗緑化協同組合
（高知県香美郡土佐山田町神母ノ
木159-1）

山行苗代ヒノキ150,900本
分任支出負担行為担当官　四万十
森林管理署長　岩口敬一（四万十
市中村丸の内1707-34）

平成18年2月1日 10,599,971
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6397
（株）久万木材市場
（愛媛県上浮穴郡久万高原町上野
尻甲351-1）

６月７日　委託販売手数料
(304.476m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年7月15日 1,087,336

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6398
（株）久万木材市場
（愛媛県上浮穴郡久万高原町上野
尻甲351-1）

６月２２日　委託販売手数料
(365.515m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年7月15日 1,300,278

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6399
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

６月２４日　委託販売手数料
(439.152m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年7月15日 1,007,015

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6400
（株）日吉原木市場
（愛媛県北宇和郡鬼北町大字上鍵
山５２３）

７月１２日　委託販売手数料
(415.134m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月16日 1,339,776

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6401
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

８月２４日　委託販売手数料
(796.028m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年9月15日 1,743,576

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6402
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

８月３０日　委託販売手数料
(283.458m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年9月15日 1,290,278

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6403
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

９月２６日　委託販売手数料
(216.382m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年10月17日 1,722,218

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6404
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

９月２８日　委託販売手数料
(524.838m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年10月17日 1,132,083

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6405
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１０月１５日　委託販売手数料
(379.610m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年11月15日 1,548,193

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6406
伊予木材（株）城川木材市場
（西予市城川町高野子2345）

１０月２０日　委託販売手数料
(241.414m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年11月15日 1,033,522

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6407
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１０月２６日　委託販売手数料
(735.439m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年11月15日 1,555,674

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6408
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１０月３１日　委託販売手数料
(386.155m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年11月15日 1,671,726

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6409
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１１月１６日　委託販売手数料
(319.636m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月13日 1,410,755

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6410
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１１月３０日　委託販売手数料
(472.413m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月13日 1,995,456

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6411
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築4348）

１２月２６日　委託販売手数料
(210.742m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年3月14日 1,766,134

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6412
（株）ゲンボク市場
（高知市布師田字金山3936-1）

１月６日　委託販売手数料
(211.806m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年3月14日 1,799,185

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6413
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

１月３１日　委託販売手数料
(252.226m3)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年3月14日 1,189,364

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6414
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作設工事請負金　押谷山
2013　28.63ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月12日 24,915,359
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6415
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作設工事請負金　押谷山
2013 5,766m

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月12日 23,750,988
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6416
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

造林事業請負金（除伐外１）　小
田深山５６林班は５小班外１ 
16.17ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 3,342,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6417
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作作設工事請負金　小田深
山71　54.50ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月12日 31,867,794
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6418
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作作設工事請負金　小田深
山71　　9,284m

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月12日 16,859,018
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6419
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外　ヨラキレ８７い５小班
14.64ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月14日 15,344,988
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6420
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

造林事業請負金（除伐外２）　小
田深山５１林班い５小班外２　
9.07ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 1,827,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6421
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

造林事業請負金（除伐外２）　小
田深山５１林班い５小班外２　
22.70ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 4,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6422
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作成工事　若山２０４１　
13.71ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年5月27日 15,622,373
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6423
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作成工事　若山２０４１　
2,273m

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年5月27日 4,982,493
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6424
（有）吉福林業
（愛媛県北宇和郡松野町目黒
245）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外　目黒山２０８５い小班
33.64ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月15日 28,129,882
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6425
（有）吉福林業
（愛媛県北宇和郡松野町目黒
245）

造林事業請負金（保育間伐）目黒
山２０８１は外１　19.41ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月27日 3,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6426
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外　黒滝山７４い１小班18.12ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月12日 46,102,456
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6427
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外　小田深山５５に小班57.85ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月14日 57,518,166
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6428
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作成工事狼ヶ城４３　
17.20ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月14日 7,546,433
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6429
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作成工事狼ヶ城４３　　
1,712m

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月14日 2,818,534
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6430
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業請負金（除伐外２）　小
田深山５７林班ち１小班外１　
19.28ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 3,915,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6431
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業請負金（除伐外２）　小
田深山５７林班ち１小班外１　
7.10ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 1,283,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6432
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業請負金（地拵外１）　小
田深山５７ち８外１　8.68ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年10月21日 2,986,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6433
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業請負金（植付）　小田深
山５７ち８外　８．６８ｈａ

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年3月2日 3,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6434
周桑森林組合
（西条市丹原町池田1561-3）

造林事業（保育間伐）　北条生産
森林組合官公造林１い　10.51ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年10月21日 1,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6435
松山流域森林組合
（東温市上村甲685-1）

造林事業請負金（下刈）　歯朶谷
山３４林班へ１小班外４
(26.25ha)

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月10日 2,565,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6436
松山流域森林組合
（東温市上村甲685-1）

造林事業請負金（除伐外２）　小
田深山７０林班に小班外１　
19.26ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月25日 3,700,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6437
津島町森林組合
（愛媛県北宇和郡津島町大字高田
甲2085-1）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外　まき川山２００９は小班
33.04ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年4月15日 21,429,178
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6438
南宇和森林組合
（愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲
1534-1）

造林事業（高齢級間伐）保育間伐
外３０８９に及び３０７２ろ　
13.57ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月22日 10,999,830
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6439
南宇和森林組合
（愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲
1534-1）

造林事業　請負金（下刈作業）山
出シ山３０８９　ろ小班　
11.49ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月29日 1,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6440
南宇和森林組合
（愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲
1534-1）

造林事業請負金（保育間伐）猿磨
番畑小僧都山３０９４い　
16.31ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月28日 2,780,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6441
南予森林組合
（愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野
市221）

造林事業請負金（保育間伐）中ノ
川奥山２０６０ろ　25.41ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月28日 4,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6442
新居森林組合
（西条市大町1211）

保安林改良事業（本数調整伐Ｂ外
１）元山（１０１８外）（明許）
39.89ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年7月21日 8,295,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6443
宇摩森林組合
（四国中央市具定町465-5）

保安林改良事業（本数調整伐Ａ外
１）佐々連尾山１０４６外（明
許）26.99ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年7月21日 5,701,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6444
伊予森林組合
（愛媛県伊予郡中山町大字中山丑
167-3）

保安林改良事業（本数調整伐Ｂ）
小田深山７２ろ２　外３　
15.89ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月1日 4,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6445
伊予森林組合
（愛媛県伊予郡中山町大字中山丑
167-3）

保安林改良事業（衛生伐）笹ヶ平
山３５と　5.75ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月1日 3,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6446
松山流域森林組合
（東温市上村甲685-1）

保安林改良事業（本数調整伐）根
無山２３い１　外４　18.98ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月1日 7,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6447
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

保安林改良事業（本数調整伐Ａ
外）笹郷山（２０１６）38.40ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 9,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6448
（有）吉福林業
（愛媛県北宇和郡松野町目黒
245）

保安林改良事業（本数調整伐Ａ）
滑床山（２０７２外）9.74ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 2,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6449
四国林産（株）
（高知市東雲町5-6）

保安林改良事業（本数調整伐Ａ）
八幡山（２０３９外）13.20ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 3,700,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6450
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

保安林改良事業（除伐外）八幡山
（２０３９外）18.15ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 10,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6451
南予森林組合
（愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野
市221）

保安林改良事業（除伐）八幡山
（２０３８外）7.06ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 1,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6452
南予森林組合
（愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野
市221）

保安林改良事業（本数調整伐Ａ）
笹郷山（２０１４外）38.97ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 9,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6453
正木造林共同組合
（愛媛県南宇和郡愛南町正木
1982）

保安林改良事業（除伐外）篠山３
０６９ち外　24.18ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月14日 5,000,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6454
（株）あすなろ四国支店
（高知市塚ノ原433-2）

保安林改良事業（丸太階段工）大
谷山３３に１外　０．７ｋｍ

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年1月19日 5,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6455
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

製品生産事業請負金　遅越山３９
か９　1.05ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月17日 1,556,274
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6456
（株）いぶき
（愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰
乙2153-1）

製品生産事業請負金　小田深山５
２は５　3.00ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月17日 2,366,301
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6457
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

製品生産事業請負金　若山２０４
１よ６　4.45ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月18日 3,008,013
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6458
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

製品生産事業請負金　高密度作業
路網作設工事奈良奥山２０５６へ
外　2.45ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月26日 2,639,283
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6459
（株）高知官材
（高知市朝倉甲259-26）

製品生産事業請負金　高密度作業
路網作設工事奈良奥山２０５６へ
外　　468m

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月26日 2,338,102
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6460
（株）高知林業
（高知市神田968-1）

製品生産事業請負金　篠山３０４
７ほ外　6.10ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月26日 10,695,241
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6461
（有）吉福林業
（愛媛県北宇和郡松野町目黒
245）

製品生産事業請負金　滑床山２０
７２な　6.25ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月18日 4,157,805
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6462
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

製品生産事業請負金　小田深山４
８へ小班外4.91ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月16日 1,960,452
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6463
松山流域森林組合
（東温市上村甲685-1）

製品生産事業請負金　根無山２３
ろ１小班外　7.39ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月16日 3,633,463
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6464
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

業務委託（システム販売材
(5,600m3)）

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年10月17日 2,373,978
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6465
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

業務委託（システム販売材
(5,600m3)）

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年12月16日 2,599,399
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6466
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

業務委託（システム販売材
(5,600m3)）

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年11月17日 2,323,335
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6467
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

業務委託（システム販売材
(5,600m3)）

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年9月15日 1,935,208
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6468
愛媛県森林組合連合会
（松山市三番町4-4-1）

苗木代ヒノキ１号13,300本、２号
１３，３００本

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成18年3月2日 1,845,510
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6469
久万広域森林組合
（愛媛県上浮穴郡久万高原町久万
265-3）

造林事業（下刈）河ノ子１林班い
８小班外１０　45.36ha

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年6月10日 3,972,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6470
大木坑木（有）宇和島出張所
（宇和島市三間町増田389）

業務委託（システム販売材
(5,600m3)）

分任支出負担行為担当官　愛媛森
林管理署長　山本哲也（松山市朝
美2-6-32）

平成17年8月16日 1,110,639
会計法第29条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号に該当する（当該地域には検知等の技術を有する
業者がいない）ため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6471
高知県林材（株）
（高知市仁井田新築４３４８）

委託販売手数料 454.967m3
分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成18年3月31日 2,587,181

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6472
三好木材センター事業協同組合
（徳島県三好郡三野町大字中島
156-1）

委託販売手数料 1379.798m3
分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成18年3月31日 5,343,936

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6473
屋島愛林（有）
（さぬき市大川町南川697）

造林事業（衛生伐）請負金（尾ノ
瀬６６い外１）4.96ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年12月22日 2,300,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6474
香川西部森林組合
（香川県仲多度郡まんのう町炭所
西670）

柞野新林６１へ造林事業（地拵）
請負金5.07ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年12月1日 1,766,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6475
香川西部森林組合
（香川県仲多度郡まんのう町炭所
西670）

柞野新林外１造林事業（植付）請
負金7.19ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成18年2月20日 1,950,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6476
福留林業（有）
（高知市介良乙1464-7）

造林事業（誘導伐及び高齢級間
伐）請負金（最終払）793ｍ３

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年4月12日 16,207,088
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6477
香川西部森林組合
（香川県仲多度郡まんのう町炭所
西670）

くぬぎ多尾（６２と５外３）保安
林改良事業請負金15.93ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年5月31日 3,666,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6478
屋島愛林（有）
（さぬき市大川町南川697）

八丁（６４い）保安林改良事業請
負金54.76ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年5月27日 8,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6479
塩江町森林組合
（高松市塩江町安原下第２号
1645）

柞野新林（６１い１１外６）保安
林改良事業請負金6.47ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年8月5日 1,265,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6480
塩江町森林組合
（高松市塩江町安原下第２号
1645）

柞野新林（６１い１１外６）保安
林改良事業請負金15.56ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年8月5日 2,591,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6481
塩江町森林組合
（高松市塩江町安原下第２号
1645）

治山森林整備事業（除伐）請負金
（大相国有林３０る１１外）
4.66ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年10月21日 1,090,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6482
塩江町森林組合
（高松市塩江町安原下第２号
1645）

治山森林整備事業請負金（鷹山３
２ろ２外）14.57ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年12月22日 4,500,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6483
香川県知事
（高松市番町4-1-10）

松くい虫共同防除地上散布事業
35ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年5月24日 2,121,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6484
福留林業（有）
（高知市介良乙1464-7）

製品生産事業請負金（鷹山３１は
外１）最終払1,575m3

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年11月21日 15,822,367
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6485
福留林業（有）
（高知市介良乙1464-7）

製品生産事業請負金（鷹山３１は
外１）2,160m3

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年9月8日 21,600,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6486
屋島愛林（有）
（さぬき市大川町南川697）

官行造林（保育間伐）事業請負金
（川田美作栄１い）13.56ha

分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成17年10月21日 1,900,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6487
香川県森林組合連合会
（高松市中野町23-2）

山桜200本，もみじ２００本
分任支出負担行為担当官　香川森
林管理事務所長　横山斉（高松市
上之町2-8-26）

平成18年3月10日 3,948,000
特定の者でなければ納入が困難な苗木であり会計法
29条の３第４項、予決令102条の４第１項３号に該
当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6488
三好木材センター事業協同組合
（三好市三野町加茂宮１５６ー
１）

９月１４日　委託販売手数料 
386.624m3

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年9月14日 1,498,701

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6489
三好木材センター事業協同組合
（三好市三野町加茂宮１５６ー
１）

３月１５日　委託販売手数料 
626.009m3

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成18年3月15日 2,468,434

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6490
三好木材センター事業協同組合
（三好市三野町加茂宮１５６ー
１）

１１月１７日　委託販売手数料 
843.923m3

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年11月17日 2,735,347

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6491
三好木材センター事業協同組合
（三好市三野町加茂宮１５６ー
１）

１２月１３日　委託販売手数料 
544.104m3

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年12月13日 1,759,006

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6492
（有）式地林業
（高知県高岡郡津野町船戸2994-
6）

造林事業（高齢級間伐）請負金
13.96ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年6月17日 19,071,813
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6493
（株）山城もくもく
（三好市山城町下川1483）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作設工事請負金9.95ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年4月18日 16,645,681
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6494
（株）山城もくもく
（三好市山城町下川1483）

造林事業（高齢級間伐）高密度作
業路網作設工事請負金329m

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年4月18日 1,698,863
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6495
（株）山城もくもく
（三好市山城町下川1483）

栗枝渡国有林　造林事業（保育間
伐（活用型））・高密度作業路
8.71ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年8月11日 8,781,771
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6496
（株）山城もくもく
（三好市山城町下川1483）

栗枝渡国有林　造林事業（保育間
伐（活用型））・高密度作業路
646m

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年8月11日 3,234,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6497
徳島県西部林業企業組合
（美馬市脇町大字脇町322）

木地屋（８６）　保安林改良事業
請負金（明許）19.63ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年4月18日 4,380,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6498
東祖谷森林組合
（徳島県三好郡東祖谷山村字京上
157）

塔ノ丸（５２）　保安林改良事業
請負金（明許）18.41ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年4月18日 3,010,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6499
徳島県三好林業企業組合
（三好市東祖谷樫尾２９５）

樫尾（２０）　保安林改良事業請
負金（明許）26.15ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年4月18日 5,410,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6500
釜ケ谷林業企業組合
（徳島県名西郡神山町神領字北
193-2）

釜ヶ谷（１０５）外１保安林改良
事業請負金4.98ha

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年9月30日 1,250,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6501
庁舎等敷地賃貸借料（平成１７年
度分）

分任支出負担行為担当官　徳島森
林管理署長　荒畑眞（徳島市川内
町鶴島239-1）

平成17年8月22日 1,007,989
庁舎等敷地の借地料契約であるため、会計法第29条
の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6502
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区２－３－２）

電話料                         
   ３２回線

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月11日 2,062,258
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



6503
ＮＴＴリ－ス
（熊本市花畑町４番１号）

電話機リース料　　　　　　　　　
　　　　　電話機１９６台

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年5月10日 1,588,230
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6504
（株）ＪＣＢソリューション
（大阪市中央区北浜東４－３３）

ＥＴＣカード利用代金　　　　　　
　　　利用件数１１４件

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月2日 2,800,470

利用単価は統一されており、年会費、カード発券枚
数等を考慮した結果、特殊の性質を有するものであ
り、特定の者に限定されることから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6505
（株）ＮＴＴデ－タ
（東京都江東区豊州３－３－３）

データ通信設備使用料　　　　　　
　　　　　　アダムス４台

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年5月10日 1,032,061
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6506
（株）森和
（熊本市京町本丁５番２７号）

公務災害補償事務単価請負　　　　
４，０６０件

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月1日 3,776,650

補償事務及び経理事務を熟知し、レセプト等のプラ
イバシーに関する事項を取り扱う関係から特に秘密
保持の厳守が求められ、履行可能者が特定のものに
限定されることから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6507
（株）森和
（熊本市京町本丁５番２７号）

車両運転業務委託料
５０７時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月20日 1,383,991

この業務は、当局管内の全域(林道等含む）を十分
把握し、車両運転を安全に遂行できる者を擁し、契
約の履行が確実に出来る者であることが条件であ
り、特定の者に限定されることから会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

6508
（株）日本林業調査会
（東京都新宿区市谷本村町３番２
６号）

定期刊行物代　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　１０部

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年3月16日 2,653,838
契約の目的物が特定され、その製造又は販売者から
直接買い入れる必要があることから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6509
（株）林材新聞社九州
（菊池市旭志川辺１１５２－９
８）

定期刊行物代　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　１５部

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年10月14日 2,303,436
契約の目的物が特定され、その製造又は販売者から
直接買い入れる必要があることから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6510
（株）林材新聞社九州
（菊池市旭志川辺１１５２－９
８）

新聞広告料　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　６社

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年5月23日 3,153,990
契約の目的物が特定され、その製造又は販売者から
直接買い入れる必要があることから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6511
九州電力（株）営業部
（熊本市上水前寺１丁目６－３
６）

電気料　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
1,445,986ＫＷｈ

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月5日 25,532,517
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6512
熊本県印刷センター
（熊本市鹿帰瀬町４９６－１）

広報九州印刷代                 
   40,800部

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月7日 2,190,960
印刷物の製造を行う単価契約で少額随意契約であり
会計法第２９条の３第５項及び予決令第９９条第２
号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6513
熊本石油（株）
（熊本市平田１丁目１０番２５
号）

灯油代　　　　　　　　　　　　　
３６ｷﾛﾘｯﾄﾙ

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月4日 2,217,600
単価契約で当初予定総額が少額であり、予決令第９
９条第３号に該当するため（単価の高騰等により予
定総額が少額随意契約の範囲を超えたもの）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6514
済生会熊本病院
（熊本市近見５丁目３－１）

１７年度定期健康診断料　　　　　
１０７名

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年10月6日 1,965,094
契約相手方は、当局の産業医であり、特定の者に限
定されることから、会計法第２９条３第４項に該当
するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6515

特定非営利法人ホールアース研究
所
（静岡県富士郡芝川町下柚野１６
５）

西表ヒナイ川周辺国有林利用実態
及ルール作りの委託調査
７箇所

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月9日 3,339,000

沖縄西表島地域における調査であり、当該地域に精
通し、専門的な知識を有する者を必要とするため、
契約履行可能者が限定される調査であることから、
会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6516
富士マイクロ（株）
（熊本市石原１－３－５３）

空中写真代　　　　　　　　　　　
　　モノクロ　８８８枚

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年3月16日 1,731,600

購入する区域の空中写真における販売代理店は、現
在のところ契約相手方しかなく、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6517

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
（東京都千代田区幸町１－１－
６）

電話料　　　　　　　　　　　　　
　　　行政電話１７回線

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年5月23日 1,730,664
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6518
（株）ＮＴＴデ－タ
（東京都江東区豊州３－３－３）

データ通信設備使用料　　　　　　
　　　　　　　アダムス４台

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年6月8日 7,224,427
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6519
国土防災技術（株）
（熊本市健軍3丁目38-11）

眉山観測システム観測業務代　　　
1式

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月26日 8,925,000

雲仙普賢岳の噴火後眉山の観測システムを構築し、
現在に至るまで継続して観測及びメンテナンスを
行っており、独自のノウハウ及び現地に精通した上
での特性を加味したデータの処理を行い関係機関に
送付している。このような業務の特殊性から契約履
行可能者が他になく会計法第２９条の３第４項に該
当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6520
ＫＤＤＩ（株）
（東京都新宿区２－３－２）

電話料［携帯］　　　　　　　　　
　　　　１３１台

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年10月12日 1,444,412
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6521
（株）ＮＴＴデ－タ
（東京都江東区豊州３－３－３）

データ通信設備使用料　　　　　　
　　　　　　　アダムス４台

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年10月6日 3,096,183
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6522
（株）森林テクニクス
（熊本市上熊本2丁目9-37）

治山実施設計業務（源太園１地区
外３）　　　　　　　　　　　　　
　４箇所

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月25日 16,380,000
　７月の豪雨により発生した大規模な山地災害の復
旧計画を緊急に作成する業務であり、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6523
（株）森林テクニクス
（熊本市上熊本2丁目9-37）

治山実施設計業務（湯前１地区外
１７　　　　　　　　　　　　　　
　１８箇所

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年9月16日 47,775,000
　９月の台風１４号により発生した大規模な山地災
害の復旧計画を緊急に作成する業務であり、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

6524
国土防災技術（株）
（熊本市健軍3丁目38-11）

治山地すべり調査業務（板谷地区
外１）　　　　　　　　　　　　　
　２箇所

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年9月16日 19,635,000
　９月の台風１４号により発生した大規模な山地災
害の復旧計画を緊急に作成する業務であり、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）



6525
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(森林技術センター）    
３８４時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月21日 599,040
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6526
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(森林技術センター）　　
　３００時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月29日 502,320
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6527
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(森林技術センター）　　
　２９４時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月30日 458,640
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6528
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(森林技術センター）　　
３０６時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年1月30日 477,360
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6529
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（経理課）             
308時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月19日 514,360
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6530
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（経理課）             
396時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月3日 661,320
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6531
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（経理課）             
164時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月30日 273,880
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6532
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（経理課）             
208時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年1月31日 347,360
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6533
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（計画課）　　　　　　　
　　　　　　　　　　３０４時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月27日 507,680
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6534
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（計画課）　　　　　　　
　　　　　　　　４８０時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月24日 801,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6535
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（計画課）　　　　　　　
　　　　　　　　２１６時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月1日 360,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6536
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（計画課）　　　　　　　
　　　　　　４３２時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年12月13日 721,440
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6537
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（計画課）　　　　　　　
　　　　　　４９６時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月1日 828,320
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6538
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（国有林野管理課）     
 　512時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月18日 855,040
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6539
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（国有林野管理課）     
  　419時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月28日 699,730
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6540
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（国有林野管理課）     
     　247時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月30日 412,490
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6541
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（国有林野管理課）     
   　572時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年1月30日 955,240
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6542
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料（指導普及課）　　　　
７２時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月5日 120,240
少額随契であり、会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6543
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料（指導普及課）　　　　
　６６時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年12月2日 110,220
少額随契であり、会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6544
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料（指導普及課）　　　　
　６４時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月1日 106,880
少額随契であり、会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6545
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（治山課）　　　　　　
525時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月26日 876,750
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6546
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（治山課）　　　　　　
490時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月16日 818,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6547
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（治山課）　　　　　　
139時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月10日 232,130
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6548
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（治山課）　　　　　　　
　427時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年12月8日 713,090
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6549
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（治山課）　　　　　　
343時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月10日 572,810
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6550
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（職員厚生課）　　　　　
３１２時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月19日 521,040
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6551
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（職員厚生課）　　　　　
２１８時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月14日 364,060
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6552
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（職員厚生課）　　　　　
２７６時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月30日 460,920
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6553
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（職員厚生課）　　　　　
９１時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月29日 151,970
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6554
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（職員厚生課）　　　　　
２３９時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年1月31日 399,130
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6555
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（森林整備課）　　　　　
　160時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年9月21日 267,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6556
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（森林整備課）　　　　　
　　118時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年10月28日 197,060
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6557
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（森林整備課）　　　　　
　　　63時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月20日 105,210
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6558
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（総務課）　　　　　　
356時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月20日 594,520
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6559
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（総務課）　　　　　　　
47時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年7月29日 78,490
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6560
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（総務課）　　　　　　
184時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年9月30日 307,280
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6561
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（総務課）　　　　　　
153時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年11月29日 255,510
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6562
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（総務課）　　　　　　
269時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年1月23日 449,230
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6563
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（販売課）　　　　　　　
６４時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年8月19日 106,880
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6564
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（販売課）　　　　　　　
７１時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成17年4月20日 118,570
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6565
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（販売課）　　　　　　　
７２時間

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月9日 119,970
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6566
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステン入り鹿ネット代　外４　　　
ネット６枚

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年2月14日 213,570
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び　予
決令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6567
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステン入り鹿ネット代外４　　　　
ネット３枚

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
　 島田泰助
(熊本県熊本市京町本丁2-7)

平成18年3月16日 108,990
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び　予
決令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6568
（株）ウッディ
（福岡県田川郡添田町大字野田１
９２７）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積4.52ha      　　　　　　　　
生産量120.600m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月24日 1,939,588
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6569
（株）ウッディ
（福岡県田川郡添田町大字野田１
９２７）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積12.00ha　　   　  　　　　　
生産量186.395m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年12月20日 3,501,180
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6570
中津造林（有）
（宇佐市院内町羽馬礼１２９番地
の２）

森林環境整備事業（保育間伐（存
置型））請負金　               
           保育間伐6.23ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年2月7日 1,148,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6571
中津造林（有）
（宇佐市院内町羽馬礼１２９番地
の２）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積21.40ha　　　      　　　　
　生産量1,192.349m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年10月21日 17,578,911
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6572
中津造林（有）
（宇佐市院内町羽馬礼１２９番地
の２）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積1.67ha　     　　  　　　　
　生産量89.708m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 1,469,840
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6573
福津市長
（福津市中央１－１－１）

松食い虫防除（特別防除）　　　
63.64ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月27日 2,202,900

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6574
岡垣町長
（福岡県遠賀郡岡垣町野間１－１
－１）

松食い虫防除（特別防除）　　　
600.00ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月27日 13,335,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6575
新宮町長
（福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜１－
１－１）

松食い虫防除（特別防除）　　　
37.68ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月27日 1,890,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6576
宗像市長
（宗像市東郷１－１－１）

松食い虫防除（特別防除）　　　
206.86ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月27日 6,277,719

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6577
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積14.04ha　　　　　　　　　　
  　　　　　生産量155.256m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年11月22日 3,420,525
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6578
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 6.67ha　　　　　　　　　　
  　　　　　生産量44.082m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年1月5日 1,768,534
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6579
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 12.40ha　　　　  　　　　　
生産量 353.945m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 6,253,888
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6580
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

造林（つる切）事業請負金　　　　
　　 つる切66.07ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年8月29日 6,104,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6581
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

造林事業（保育間伐（存地型））
請負金                         
        保育間伐18.66ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年10月13日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6582
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 23.17ha　　　　  　　　　　
生産量 620.163m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 9,157,812
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6583
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

造林事業（松くい虫予防地上散
布）請負金                     
           30.38ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 1,423,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6584
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林環境保全整備事業（衛生伐
（伐倒駆除））請負金　 
617.59m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年2月10日 5,880,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6585
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林環境保全整備事業（衛生伐
（伐倒駆除））請負金　　　　　　
　　 伐倒駆除275.75m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年11月21日 2,499,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6586
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

造林事業（保育間伐（存地型））
請負金                         
      保育間伐14.18ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年11月21日 2,173,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6587
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

製品生産事業請負金　　　　　　 
 580.107m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年12月26日 5,162,881
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6588
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 25.29ha　　　　  　　　　　
生産量 441.858m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年11月7日 7,244,072
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6589
福岡森林開発（有）
（福岡県朝倉郡杷木町松末９９
９）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 21.08ha　　　　  　　　　　
生産量 751.367m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年7月14日 10,201,940
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6590
日田営林事業（有）
（甘木市大字下秋月１３１３）

森林環境保全整備事業（地拵外）
請負金　                       
                           地
拵　2.96ha　       　　　      
      植付　　2.96ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年1月26日 1,583,007
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6591
日田営林事業（有）
（甘木市大字下秋月１３１３）

造林事業（下刈）請負金　　　　　
下刈　18.70ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 2,698,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6592
志摩町長
（福岡県糸島郡二丈町大字深江１
３６０）

松食い虫防除（特別防除）　　　
80.99ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月27日 2,760,450

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6593

（社）福岡県公共委嘱登記登記土
地家屋調査士会
（福岡市中央区舞鶴３－３－１
３）

不動産登記事務の業務請負　　　　
４筆

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年1月27日 5,131,350
本事業は，高度な専門知識及び調査の趣旨・目的に
合致した調査能力を有していることから会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6594
福岡県森林組合連合会
（福岡市天神３－１０－２５）

造林事業（松くい虫予防地上散
布）請負金　　　　　　　　　　　
　　　81.98ｈａ

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年5月16日 4,025,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6595
熊本木材（株）
（熊本市平山町３０５２番地）

販売委託　　　　　　　　　　　　
ス　ギ　276.354ｍ３   　　　　
ヒノキ　128.080ｍ３

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月8日 1,680,352

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6596
借地料（公務員宿舎）　        
３棟

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年4月1日 3,333,600
平成１３年８月より公務員宿舎として借り受けてお
り，会計法第２９条の３第４項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6597
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
               1,551.946m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月14日 1,055,320

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6598
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

シカネット代外　　             
             ８４枚

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月14日 2,905,980
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
(株)森和が販売しており競争を許さないことから会
計法第２９条の４第３項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6599
九州林業開発（有）
（日田市高瀬７９７８－１）

素材生産請負金（御側山ケヤキ
外）　　　                     
         47.961m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年10月4日 2,598,930
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6600
九州林業開発（有）
（日田市高瀬７９７８－１）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 5.57ha　　　　　　　　　  
　　　　　生産量 212.186m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年4月1日 4,748,082
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6601
九州林業開発（有）
（日田市高瀬７９７８－１）

森林整備事業保育間伐（活用型）
面積 4.07ha　　　　　　　　　  
　　　　　生産量 72.369m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年10月4日 1,909,113
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6602
九州林業開発（有）
（日田市高瀬７９７８－１）

素材生産請負金（行者杉危険木）　
                             
 23.658m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年9月5日 1,176,152
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6603
三共アメニテクス（株）
（福岡市南区的場１－１３－６）

薬剤代（樹幹注入用）　　　　　　
ネマノーン　　                 
       2,329本

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月9日 1,704,465
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6604
日田営林事業（有）
（甘木市大字佐田９２９）

高内外治山事業（除伐）請負金　
5.24ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年4月1日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6605
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

景観形成事業（地拵外）請負金　
地拵2.64ha　植付2.64ha　衛生伐
6.84ha　本数調整伐39.42ha　搬
出、破砕182.04m3

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年12月26日 18,404,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6606
福岡林業事業協同組合
（福岡市早良区西新５－１５－４
０－３０５）

芥屋松原外治山事業（除伐）請負
金                             
        26.60ha

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年4月1日 7,245,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6607
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
450時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年4月25日 777,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6608
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
234時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年6月21日 406,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6609
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
450時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年8月3日 777,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6610
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
450時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年10月3日 777,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6611
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
192時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年11月30日 320,640
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6612
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
450時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成17年12月9日 777,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6613
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
222時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年1月4日 369,900
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6614
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
540時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年2月1日 936,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6615
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託(台帳等の整理外）　　　
359時間

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月1日 625,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6616
サンケイ化学（株）
（鹿児島市南栄２丁目９番地）

薬剤代（樹幹注入用）グリーン
ガード　                       
         500本

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月9日 1,312,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6617
サンケイ化学（株）
（鹿児島市南栄２丁目９番地）

薬剤代（パインサイドＳ油剤Ｄ）　
                            
6,552L

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年2月14日 1,596,067
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6618
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園１－１１－３０）

薬剤代（樹幹注入用）　　　　　　
ショットワンツー液剤　         
502本

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　石澤尚史
（福岡県福岡市早良区１－１６－
２９）

平成18年3月9日 1,317,750
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6619
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園１丁目１１番）

松くい虫防除事業請負金　　　　　
　地上散布　31ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月18日 1,029,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6620
（株）伊万里木材市場
（伊万里市山代町楠久津145番地
30）

販売委託経費　255㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年9月28日 1,003,012

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6621
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

森林整備事業請負金　　　　　　　
保育間伐【活用型】　35.96ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年7月7日 9,270,645
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6622
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

森林整備事業請負金　　　　　　　
保育間伐【活用型】　5.50ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年12月14日 2,171,218
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6623
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　つる切　21.27ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年9月2日 1,953,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6624
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　植付　5.74ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年1月23日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6625
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　地拵　5.43ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年12月5日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6626
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　保育間伐　13.82ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年7月8日 2,499,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6627
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　保育間伐　12.22ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年1月23日 2,058,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6628
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業事業請負金　　　　　　　
　高齢級間伐　24.37ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月20日 10,573,239
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6629
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

西ノ岳作業道上層路盤改修工事請
負金                           
          延長2,120m

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年1月19日 1,312,500
契約履行中の森林整備事業と並行して実施しなけれ
ば履行中の事業の実施に支障となることから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6630
佐賀県山林種苗緑化協同組合
（佐賀市本庄町大字本庄278-4）

苗木代　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ヒノキ  19,700本　
　　　　　　ミズメ　 2,900本　
　　　　　　　　　　　　　　　
　ヤマザクラ　1,400本　　　　
　　　　　　　シラカシ　800本

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年1月23日 3,141,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6631
鹿児島国際航空（株）
（鹿児島市山下町9番5号）

松くい虫特別防除事業請負金　　　
　空中散布　177ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月18日 1,995,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6632
太良町森林組合
（佐賀県藤津郡太良町大字多良
3217番地3）

官行造林事業請負金　　　　　　　
　保育間伐　6.87ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年7月12日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6633
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

森林整備事業請負金　　　　　　　
保育間伐【活用型】　11.36ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年10月21日 4,927,444
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6634
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

森林整備事業請負金　　　　　　　
保育間伐【活用型】　9.69ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年12月21日 4,195,521
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6635
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

森林整備事業請負金　　　　　　　
保育間伐【活用型】　21.74ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年8月25日 9,097,337
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6636
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　　下刈　49.06ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年6月3日 7,455,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6637
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

造林事業請負金　　　　　　　　　
除伐　3.32ha　　　　　　　　　
　　保育間伐　11.97ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年11月25日 2,405,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6638
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　植付　3.45ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年1月23日 1,344,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6639
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

造林事業事業請負金　　　　　　　
　高齢級間伐　13.49ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月16日 4,512,599
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6640
牟田建設（株）
（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲
1756）

庁舎等修繕工事代　　　　　　　　
　舗装工事外２               
          18.3.16～18.3.31

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年3月16日 1,409,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6641
牟田建設（株）
（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲
1756）

庁舎等修繕工事代　　　　　　　　
速効布設外2　                
                   18.3.16～
18.3.31

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年3月16日 1,018,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6642
牟田建設（株）
（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲
1756）

庁舎等修繕工事代　　　　　　　　
署長室改修                   
      18.3.16～18.3.31

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年3月16日 1,995,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6643
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

虹の松原保護事業請負金　　　　　
　衛生伐　134㎥

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月23日 2,583,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6644
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　除伐　6.67ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月28日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6645
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

造林事業請負金　　　　　　　　　
　除伐　3.36ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月28日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6646
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園１丁目１１番）

ショットワン・ツー液剤代　　　　
　1,298本

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月28日 3,407,250
当該物品は、他社では同等品を取り扱っておらず井
筒屋科学産業(株)が販売しており競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6647
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙1991－
ロ）

治山事業請負金　　　　　　　　　
　除伐　19.46ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月11日 4,935,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6648
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

治山事業請負金　　　　　　　　　
　　除伐　15.19ha　　　　　　
　　　　　本数調整伐　7.87ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年5月11日 5,355,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6649
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

虹ノ松原治山事業　　　　　　　　
　下刈　71.06ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年6月3日 7,350,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6650
東部林業事業協同組合
（佐賀市大和町大字川上2878番
地）

赤石治山工事請負金　　　　　　　
簡易山腹工　0.04ha

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月6日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6651
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　623時間
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年7月1日 971,880
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6652
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　497時間
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年8月30日 775,320
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6653
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　588時間
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年12月6日 917,280
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6654
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　363時間
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月20日 566,280
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6655
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　28㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年8月23日 20,296
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6656
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　67㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年9月2日 47,703
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6657
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　118㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年12月13日 84,395
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6658
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　158㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年11月14日 113,318
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6659
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　255㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成17年10月6日 181,839
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6660
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　88㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年2月10日 62,743
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6661
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託料　55㎥
分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長　立花　　登
（佐賀市成章町２－１１）

平成18年3月1日 39,479
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6662
対馬林業（有）
（対馬市厳原町阿連４２７番地）

ツシマヤマネコの個体の保護に係
る巡視委託　　　　　　　　　　　
　巡視日数９２日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年4月8日 1,120,560

希少野生動植物種保護管理事業実施要領により実施
する自然保護管理員の巡視事業であり、実行にあ
たっては現地を熟知した経験者に限定されるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6663
島原市長
（島原市上の町５３７番地）

松くい虫予防（特別防除）事業　　
　　　　　　252.08ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年5月25日 4,746,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約できるため　　　　　　　
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6664
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
                              
保育間伐1.93ha　              
 集造材68.147m3　　           
             封印発送68.147m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月26日 2,086,590
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6665
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
                        保育間
伐18.05ha                      
     集造材257.298m3　        
                     封印発送
257.298m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月14日 4,630,371
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6666
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

造林請負事業　　　　　　　　　　
　除伐6.32ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年3月14日 1,512,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6667
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

造林請負事業　　　　　　　　　　
　被害木整理4.11ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年8月31日 2,058,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6668
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
下刈39.87ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年6月9日 5,649,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6669
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
地拵・植付4.82ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月3日 3,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6670
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐24.11ha
集造材525.903m3
封印発送525.903m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月16日 8,447,696
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6671
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐20.68ha
集造材193.106m3
封印発送193.106m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月26日 3,033,632
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6672
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐5.62ha
集造材95.810m3
封印発送95.810m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年8月12日 1,464,407
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6673
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐20.91ha
集造材342.785m3
封印発送342.785m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年12月19日 5,702,553
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6674
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐22.75ha
集造材256.601m3
封印発送256.601m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月18日 5,669,816
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6675
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐11.94ha
集造材348.837m3
封印発送348.837m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月18日 5,123,095
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6676
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐6.68ha
集造材182.590m3
封印発送182.590m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月18日 3,452,988
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6677
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐12.02ha
集造材173.234m3
封印発送173.234m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月18日 3,228,542
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6678
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
地拵・植付4.59ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月3日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6679
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
被害木整理5.50ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年8月31日 2,982,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6680
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業（高齢級間伐）
保育間伐11.58ha
集造材140.454m3
封印発送140.454m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年5月26日 2,170,488
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6681
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業（高齢級間伐）　　　
保育間伐10.68ha　　　　　　　
　　集造材158.388m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年7月15日 2,792,555
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6682
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐5.83ha
集造材451.415m3
封印発送451.415m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年10月20日 4,111,669
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6683
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐12.90ha
集造材233.400m3
封印発送233.400m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月2日 4,141,247
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6684
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
保育間伐7.80ha
集造材231.875m3
封印発送231.875m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月29日 2,398,897
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6685
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業（高齢級間伐）
保育間伐26.46ha
集造材583.558m3
封印発送583.558m3

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年6月17日 8,789,378
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6686
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業
除伐5.06ha
保育間伐4.32ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月8日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6687
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
除伐5.92ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年3月10日 1,407,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6688
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
保育間伐9.52ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月10日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6689
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

造林請負事業　　　　　　　　　　
つる切10.45ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月12日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6690
対馬林業（有）
（対馬市厳原町阿連４２７番地）

造林請負事業　　　　　　　　　　
保育間伐5.81ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年11月16日 1,071,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6691
対馬林業（有）
（対馬市厳原町阿連４２７番地）

造林請負事業
除伐13.09ha
保育間伐15.76ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月10日 5,817,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6692
長崎県樹苗生産組合
（大村市東大村１－１８８－６
３）

苗木代
ヒノキ21,400本
ヤマモミジ500本
ヤマザクラ500本
コナラ1,000本

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月8日 1,893,570
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6693
矢上開発（株）
（長崎市興善町２番８号）

庁舎賃貸借契約　　　　　　　　　
鉄筋コンクリート４階建　
709.75m2

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年4月1日 8,820,000

当署庁舎は借り上げにより運営しており、契約の相
手方が特定の者に限定されるものであり、契約の性
質、目的が競争によることが出来ないため　　　　　
　（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6694
（有）事務機のタケダ
（長崎市城山町２４－１３）

コピー保守契約　　　　　　　　　
１台

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年4月1日 1,294,978
保守を実施するにあたり、専門の知識、経験を必要
とするため、契約の相手方が特定の者に限定される
ため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6695
対馬林業（有）
（対馬市厳原町阿連４２７番地）

造林請負事業　　　　　　　　　　
保育間伐25.17ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年1月18日 3,465,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6696
対馬林業（有）
（対馬市厳原町阿連４２７番地）

分収育林請負事業　　　　　　　　
保育間伐6.25ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年6月24日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6697
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

治山請負事業　　　　　　　　　　
本数調整伐5.54ha　             
              除伐3.61ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月24日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6698
（株）長崎林業
（諫早市貝津町３０３６番地１）

治山請負事業　　　　　　　　　　
本数調整伐87.08ha　            
            除伐9.45ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月28日 16,800,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6699
（株）西部林業
（嬉野市嬉野町大字下野丙１９９
１番地ロ）

造林請負事業　　　　　　　　　　
つる切14.84ha

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年9月16日 1,323,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6700
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　 
                             　
462時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年4月19日 727,650
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6701
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                              
　560時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年6月10日 882,000
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6702
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                             　
580時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年8月5日 913,500
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6703
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                            　
460時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年10月13日 724,500
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6704
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                            　
452時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成17年12月7日 711,900
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6705
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                              
         　293時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月7日 461,475
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6706
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
                              
  　472時間

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長　都留　浩昭
（長崎市御船蔵町１番２０号）

平成18年2月28日 743,400
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6707
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　８８０時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年4月25日 1,469,600
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6708
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林請負(除伐・本数調整伐）　　
阿蘇深葉１３ね外　　　　　　　
（除伐 4.96ha・本数調整伐　
9.99ha　計14.95ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月11日 2,954,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6709
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

造林請負(除伐・本数調整伐）　　
御所大矢１００９ね外　　　　　　
　（除伐 3ha・本数調整伐 
10.69ha  　計13.69ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月11日 2,513,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6710
（有）グリーン産業
（熊本市京町本丁５－２７）

造林請負(除伐・本数調整伐）　　
阿蘇深葉４へ2外　　　　　　　
（除伐 1.49ha・本数調整伐　
2.85ha　　計4.34ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月11日 1,058,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6711
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

造林請負（本数調整伐）　　　　　
目丸内大臣１０６６り　　　　　　
　５．７７ｈa

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月11日 1,087,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6712
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負(除伐・本数調整伐）　　
大野１１３０わ外　　　　　　　
（除伐 2.93ha・本数調整伐 
10.02ha  計 12.95ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月18日 2,658,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6713
（有）グリーン産業
（熊本市京町本丁５－２７）

造林請負（下刈）　　　　　　　　
阿蘇深葉　９と外　　　　　　　　
２３．６０ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月21日 3,372,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6714
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

造林請負（下刈・つる切）　　　　
御所大矢　１００９そ外　　　　
（下刈 31.28HA・つる切 18.17HA　
計49.45ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月21日 6,756,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6715
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負（下刈）　　　　　　　
狼ヶ宇土　１２４へ2外　　　　　
　　６５．１９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月21日 10,718,850
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6716
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林請負（下刈・つる切）　　　　
　　阿蘇深葉　５り6外　　　　
　　　（下刈 46.21HA・つる切 
3.03HA計49.24ha）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月21日 7,209,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6717
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
仮屋黒峯　１０１９ち　　　　　
１，０９８ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月23日 7,964,689
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6718
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
荒強当　１５７ろ　　　　　　　　
６２１ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月23日 2,404,707
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6719
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
木護　２３よ　　　　　　　　　　
５９５ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月23日 1,966,088
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6720
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
清水　１１９ろ外　　　　　　　　
　　４５６ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年6月23日 1,981,922
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6721
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
向原　１１４２に1外　　　　　　
　　　　１７９８ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月6日 16,916,404
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6722
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林請負（地拵）　　　　　　　　
楮畑　２０た1                 
１２．０４ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月15日 8,925,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6723
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
楮畑　２０た　　　　　　　　　　
４３０ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月15日 2,233,975
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6724
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
楮畑　２０た外　　　　　　　　　
　４８０．１７４ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月22日 1,000,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6725
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
御所大矢　１００９よな　　　　　
　　　　　６７５ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月25日 4,086,751
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6726
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
大矢　１００７い　　　　　　　　
　　４３０ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月25日 4,126,096
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6727
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
大矢　１００７ほ　　　　　　　　
　　８２１ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月25日 8,894,475
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6728
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
長生　５１り1　　　　　　　　　
　１２０４ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月26日 4,219,204
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6729
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　
（１，３８０時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年7月29日 2,304,600
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6730
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

造林条件調査　　　　　　　　　
（区域測量 7箇所 約4.5ｋｍ）　
（功程調査 8箇所）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年8月9日 1,218,000

当該業務は、国有林における造林事業に関する専門
知識に精通している者を有する機関を選定する必要
があり、競争を許さないことから会計法第29条の３
第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6731
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

造林請負（除伐）　　　　　　　　
大矢　１００７ち外　　　　　　　
５．１８ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年9月21日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6732
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

造林請負（保育間伐）　　　　　　
菅内大臣　１０４５ら外　　　　
　　　７．５６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年9月21日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6733
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負（保育間伐）　　　　　　
城山　１１４５い外　　　　　　
　６．５８ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年9月21日 1,281,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6734
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
北本妙寺山　１７９へ外　　　　　
　　　　　６６７ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年10月5日 3,169,254
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6735
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
大矢　１００８い　　　　　　　　
　　１，２４７ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年10月26日 5,744,422
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6736
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備（活用型・保育間伐）　　
火焼輪知　２３６へ　　　　　　　
　　　１，４４８ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年10月26日 6,935,209
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6737
鹿本森林組合
（鹿本市大字城3599）

造林請負（保育間伐）　　　　　　
上永野公造　１は　　　　　　　
６．６３ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年11月2日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6738
（有）グリーン産業
（熊本市京町本丁５－２７）

造林請負（地拵）　　　　　　　　
阿蘇深葉　１３ま               
  ４．０２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年11月29日 2,652,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6739
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田３１
６－１）

造林請負（地拵）　　　　　　　　
御所大矢　１００９ね           
      ８．５９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年11月29日 1,974,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6740
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負（地拵）　　　　　　　　
金峰山　１９１は外             
    ６．６５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年11月29日 1,680,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6741
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

被害木整理　　　　　　　　　　　
福連木　３２１る外　　　　　　　
　１５．８６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年11月29日 4,431,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6742
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　
（６００時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年1月31日 1,002,000
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6743
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負（除伐）　　　　　　　　
金峰山　１８８ち2外            
     ６．５３ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月3日 1,449,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6744
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

造林請負（除伐）　　　　　　　　
大矢　１００６え外             
    ４．４６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月6日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6745
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

造林請負（植付）　　　　　　　　
石割　１６１は外               
  ６．２３ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月13日 2,436,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6746
（有）中村林業
（熊本県上益城郡山都町南田２１
９）

生産請負　　　　　　　　　　　　
菊池　　１１り　　　　　　　　　
１７６．５１６ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月13日 4,611,673
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6747
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林請負（植付）　　　　　　　　
阿蘇深葉　１２ぬ外             
    １３．８９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月15日 3,906,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6748
（有）グリーン産業
（熊本市京町本丁５－２７）

造林請負（植付）　　　　　　　　
阿蘇深葉　１３ま外             
    ４．０２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月15日 1,554,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6749
矢部愛林（有）
（熊本県上益城郡山都町南田　３
１６－１）

造林請負（植付）　　　　　　　　
御所大矢　１００９ね外         
        ８．５９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月15日 3,003,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6750
熊本木材（株）
（熊本市平山町３０５２）

素材委託販売手数料　　　　　　　
ケヤキ外７　　２６６本　　　　　
　　　１７６．５１６ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年3月10日 1,323,981

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6751
熊本県樹苗協同組合
（熊本市新屋敷１－５－４）

苗木代　　　　　　　　　　　　　
スギ外　８４，７００本

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成18年2月6日 5,691,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6752
熊本素材生産販売協同組合
（熊本市島崎６－２９－２）

森林整備（活用型・保育間伐）　
桜ヶ水　１０４い外　　　　　　　
　　　１，０９６ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年12月26日 6,761,266
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6753
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　
（４９０時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年12月5日 818,300
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6754
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
８４０．９７２ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年8月9日 591,623
少額随契であり会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6755
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

希少野生動植物種保護管理事業巡
視業務委託　　　　　　　　　　　
（内大臣特定動物生息地域保護林　
９７．１６ｈa）　　　　　　　　
　（自然保護管理員 延人員 ７５
人）

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本森林管理署長　塚本兼三　　　
（熊本県菊池市隈府９０７）

平成17年5月31日 1,118,250

本業務は希少動物の保護を目的とする巡視業務であ
り、希少動物の特性等に関する知識を有する者また
は、野生動植物に関する研修等を受けた者、若しく
は受ける見込みの者でなければならなく、これらを
満たした者は外になく会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6756
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑５９か外１    　           
スギ                       
１，０９６．２５１m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月20日 1,035,956

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　　
　 　m３当
たり　９４
５円

6757
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長３，９００m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月14日 2,059,155
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6758
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長４，３００m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月14日 2,998,800
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6759
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（高齢級間伐）    　
大畑５６る外                 
面積５０．８２ha　　　　　　　　
　　　　　　　　　　保育間伐
３，１１５m3　　　　　　　　　　
　　　　　　  集造材外１，３０
０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年5月18日 13,317,257
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6760
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（下刈）　　　　　　　　
　間３２ほ外４　　　　　　　　
　　面積２２．３２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月7日 3,283,350
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6761
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（高齢級間伐）　　　
大畑５２ぬ                   
面積５．４７ha
保育間伐４１２m3
集造材１８０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月13日 2,389,496
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6762
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　大畑５９ほ外  　　      　
　   面積５０．９７ha
保育間伐２，９７７m3
集造材外１，６００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月24日 15,088,819
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6763
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　間３９る 　　　　        
      面積  １０.７９Ｈa
保育間伐６５０m3
集造材２６０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月27日 3,190,787
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6764
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

素材生産事業（全幹伐倒集造材）
大畑５７ぬ　　　　　　　　　　　
１，３００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月9日 3,285,321
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6765
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（植栽準備作業）　　　　
大畑５７ぬ　　　　　　　　　　　
面積８．３８ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月9日 2,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6766
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

素材生産事業（全幹伐倒集造材）
高仁田９ち 　                  
面積３．０９ha               
６００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月9日 3,205,625
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6767
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（つる切）　　　　　　　
　　白浜４る外１　　　　　　　
　　　面積１１．８４ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月18日 1,121,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6768
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

素材生産事業（全幹伐倒集造材）
高仁田９ち      　             
面積３．４４ha　　             
７００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月25日 2,504,439
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6769
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）大畑６０る   　　　        
    面積１０．５０ha
保育間伐１，１６０m3
集造材外６００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年10月28日 6,975,436
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6770
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐）　　　　
大畑５９よ                   
面積１４．５４ha
保育間伐１，４６４m3
集造材外７５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月5日 7,075,453
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6771
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（９ち作業道作設）
バックホウ　７２時間
ダンプトラック　１４８時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月12日 1,898,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6772
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（地拵外１）　　　　　　
間３９り外２　　　　　　　　　
　面積７．７５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月15日 1,918,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6773
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐）　　　　
出水大川内筋４５い     　      
面積１３．５４ha
保育間伐６４３m3
集造材外３５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月16日 4,496,335
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6774
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（誘導伐）　　　　　
間３９り　　　　　　　　　　　
　面積４．６８ha
保育間伐６７７m3
集造材外３５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月22日 3,670,002
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6775
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（９８林班作業道作
設工事）　　　　　　　　　　　　
延長２，０１０m　　　　　　　
　幅員３．０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月10日 1,134,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6776
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

森林整備事業（保育間伐）　　　　
大畑５９か外                 
面積９．７０ha
保育間伐 １，２０３m3
集造材外８００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月17日 8,265,099
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6777
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

素材生産事業（全幹伐倒集造材）
高仁田２４い    　             
面積０．７１ha　  　           
１８０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月17日 1,098,518
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6778
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（植付）　　　　　　　　
間３９り外１　　　　　　　　　　
面積７．７５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月9日 2,173,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6779
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（除伐）　　　　　　　　
　白浜２い２　　　　　　　　　
　　面積５．９１ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月1日 1,417,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6780
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

分収育林事業（保育間伐事業）　　
大畑５０と外１　　　　　　　　　
面積１１．７７ｈa

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月3日 2,196,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6781
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（下刈）
平ノ下２０５９し６外３
面積９．０８ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月7日 1,417,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6782
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　大塚２００４ろ４外  　　　
　   面積４．１３ha
保育間伐２７１m3
集造材外２００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月27日 1,389,074
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6783
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（２０１６林班作業
道作設工事）　　　　　　　　　　
延長１，８２０m　　　　　　　
　幅員３．０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月24日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6784
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（２０４０林班作業
道作設工事）　　　　　　　　　　
延長２，２６１m　　　　　　　
　幅員３．０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月9日 1,123,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6785
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　湯前２０２６い    　　　　
     面積４．４８ha
保育間伐４１１m3
集造材外２００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月15日 2,560,295
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6786
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（２０１６そ林班作
業道工事）　　　　　　　　　　　
延長２，２６１m　　　　　　　
　幅員３．０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月25日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6787
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

造林事業（除伐外１）
湯前２０１８れ１
面積６．７１ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月30日 1,642,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6788
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

造林事業（除伐外１）
中村２０８０に外１
面積９．８９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月30日 1,843,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6789
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林整備事業（誘導伐）　　　　　
湯前２０２５ぬ 　              
面積８．５０ha 
保育間伐６６１m3
集造材外３５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月30日 3,154,612
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6790
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

造林事業（地拵外１）　　　　　　
石舟２０３９へ外１　　　　　　　
面積６．０５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月15日 1,233,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6791
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

森林生態系保全・再生対策事業
（シカ防除ネット設置）　　　　　
　市房２０２９と１　　　　　　
　　延長３，１５０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月2日 1,459,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6792
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

造林事業（除伐）　　　　　　　　
　　湯前２０１７く　　　　　　
　　　面積６．００ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月6日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6793
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

造林事業（植付）　　　　　　　　
椎原２０６２ち１　　　　　　　　
面積６．０５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月9日 1,879,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6794
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

造林事業（除伐）
端海野２０７８に外６
面積６．０８ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月1日 1,459,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6795
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

分収育林事業（保育間伐事業）　　
大塚２００４お外１      　   
  面積６．７１ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月3日 1,234,800
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6796
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（下刈）
南志水１４０６れ１外５
面積１１．８２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月7日 1,690,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6797
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（下刈）
古石１４３８ほ外１３
面積３４．６５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月7日 4,730,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6798
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（つる切）
小平１４０７ろ外5
面積１４．９３ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月18日 1,442,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6799
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（つる切）
古石１４３１わ外４
面積１３．８６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月18日 1,320,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6800
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

森林整備事業（保育間伐）
古石１４３４へ外
面積５．１３ha
保育間伐３８９m3
集造材外１５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月4日 1,632,340
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6801
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

森林整備事業（保育間伐）　　　　
上山１４２０は外        　     
面積８．１５ha
保育間伐１，０７１m3
集造材外４５０m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月4日 5,321,839
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6802
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐）　　　　　　　　
上山１４２３そ２外４　　　　　　
面積６．０６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年10月28日 1,385,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6803
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（保育間伐）
丸山１４４２ぬ１外５
面積２０．４２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年10月28日 3,213,100
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6804
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐）
狐岩１４３０る１外４
面積８．４２ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月17日 1,936,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6805
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐）
夏切１０１４ち１外１
面積２６．９４ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年6月7日 3,504,900
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6806
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

森林整備事業（保育間伐、集造
材）　山川内１０４０り   　　　
　    面積７ ．６６ ha
保育間伐３９１m3
集造材１００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月1日 1,917,723
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6807
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　馬石１０２３ほ　　  　　　
     面積１１．５８ha
保育間伐９４３m3
集造材外６００m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年9月26日 7,405,899
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6808
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐外１）　　　　　　
山川内１０４１な１外１　　　　　
面積１４．７６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月18日 2,495,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6809
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

森林整備事業（１０３０林班作業
道新設工事）　　　　　　　　　　
延長１，９８３m　　　　　　　
　幅員３．０m

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月5日 1,123,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6810
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐）
馬石１０２５つ２外４
面積７．４４ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月2日 1,701,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6811
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

造林事業（除伐）
松球麻１０３３ぬ２外２
面積６．４７ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月17日 1,491,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6812
川上観光（有）
（人吉市瓦屋町１７０１―１）

ガソリン代　　　　　　　　　　　
揮発油２３，３２８㍑
白灯油１，０６４㍑
軽油６，７７７㍑

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年4月1日 2,469,052
単価契約で当初予定総額が少額であり、予決令第９
９条第３号に該当するため（単価の高騰等により予
定総額が少額随意契約の範囲を超えたもの）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6813
熊本県樹苗協同組合
（熊本市新屋敷１―５―４）

苗木　　　　　　　　　　　　　　
スギ苗木１６，１００本　　　　　
ヒノキ苗木１８，５００本　　　　
広葉樹他４種１，６００本

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月3日 2,436,420
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6814
熊本県城南地区林業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

丸山治山事業（本数調整伐外）   
告１４６３り外３　　　　　　　　
面積１５．７９ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月28日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6815
熊本南部林業事業協同組合
（八代市植柳下町２７７７―１）

山川内治山事業（本数調整伐）　　
山川内１０４０は外２　　　　　
　面積１７．６６ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月28日 2,887,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6816
球磨地区造林事業協同組合
（熊本県球磨郡多良木町多良木大
字多良木３５６―３）

内谷治山事業（本数調整伐）　　　
内谷２０８１ほ外１　　　　　　　
面積１４．５７ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月28日 2,625,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6817
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市仏頂町７１０）

立野境目治山事業（除伐）　　　　
間３９に　　　　　　　　　　　　
面積１０．８５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月28日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6818
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長３，１５０ｍ

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月7日 1,185,786
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6819
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長１，５００ｍ

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月7日 748,440
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6820
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長１，１００ｍ

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月7日 1,018,080
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6821
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入り鹿ネット　　　　　
延長１，０００ｍ

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月24日 703,080
該当物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
（株）森和が販売しており競争を許さないことから
会計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6822
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
大畑５６る外　　　　　　　　　　
スギ　　　　　　　　　　　　　　
２０５．７４４m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月4日 194,428

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6823
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑５６る外                 
スギ・ヒノキ　　　　　　　　　　
５０７．６４２m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年9月1日 479,721

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6824
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
間３９る外                   
スギ                         
１６５．７９７m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年9月1日 156,678

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6825
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑５７ぬ                   
スギ                         
４２０．３６８m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年10月14日 397,247

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6826
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
馬石１０２３ほ      　         
スギ                         
２５１．７３９m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月7日 237,893

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6827
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑５９ほ外                 
スギ                         
１６０．９２１m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月10日 152,070

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6828
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑５７ぬ                   
スギ                         
４１５．６９６m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月16日 392,832

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6829
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
高仁田９ち                   
スギ                         
２３８．８２５m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月22日 225,689

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6830
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
馬石１０２３ほ        　       
スギ                         
３２３．１５５m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年12月5日 305,380

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6831
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
大畑６０る                   
スギ                         
７７８．２４m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月11日 735,436

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6832
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
出水大川内筋４５い     　      
スギ                         
４０６．９４９m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年2月8日 384,565

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円



6833
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
間３９り                     
スギ                         
３８５．３７８m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月8日 364,182

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6834
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
湯前２０２６い   　            
スギ                         
２０５．６２３m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月16日 194,313

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6835
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                     
湯前２０２５ぬ     　          
スギ外                       
１０４．３２３m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月22日 98,585

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で、特殊性、
専門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を
多数有する者がいないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
m3当たり  
９４５円

6836
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５６６時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年4月19日 960,580
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6837
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間４３５時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年5月27日 726,450
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6838
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５７０時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年8月1日 951,900
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6839
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５８５時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年9月22日 976,950
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6840
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５８０時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成17年11月28日 968,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6841
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５８５時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年1月27日 976,950
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6842
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間２６１時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
熊本南部森林管理署長　　　　　　
小島　善雄　　　　　　　　　　　
（熊本県人吉市西間上町2607―1）

平成18年3月3日 435,870
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約　
時間当たり
１６７０円

6843
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（扇山１０５６わ）   
1,461m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月10日 1,258,250
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6844
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」２０５４ふ外）            
32.18ha    1,614m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年9月7日 10,330,456
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6845
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林事業（下刈り２０６３き外） 
  16.07ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年6月21日 1,953,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6846
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

造林事業（除伐外２　２０６３け
外）    10.16ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年11月14日 1,652,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6847
九州林業開発（有）
（日田市八幡町７９７８－１）

製品生産（権現岳１０５い）へり
集材地上作業   40m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月17日 1,338,247
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6848
玖珠育林（有）
（大分県玖珠郡九重町田野２４１
５－４０４）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」２３５よ）            
8.94ha  825m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年8月18日 5,063,379
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6849
玖珠育林（有）
（大分県玖珠郡九重町田野２４１
５－４０４）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」２１８る外）             
26.39ha   1,761ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月19日 11,455,505
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6850
玖珠育林（有）
（大分県玖珠郡九重町田野２４１
５－４０４）

造林事業（除伐外２　241い）   
6.89ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月6日 1,355,100
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6851
玖珠国有林事業協同組合
（大分県玖珠郡玖珠町帆足２１１
－２）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」１００９ね外）            
37.44ha   2,320m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月28日 14,010,402
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6852
玖珠国有林事業協同組合
（大分県玖珠郡玖珠町帆足２１１
－２）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」２０４ね外）              
14.77ha   1,210m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月19日 5,125,413
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6853 賃貸料（宿舎２戸分）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年4月1日 1,320,000
当宿舎は、当署職員用として借り上げるもので、地
理的条件等から特定のものに限定されるものであ
り、会計法第２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

6854
大分愛林（有）
（大分県大野郡野津町西神野３８
４－２）

造林（下刈・除伐１００１は外）　
　11.12ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年6月30日 1,230,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6855
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」５１ほ１外）  18.91ha  
1,923m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年12月8日 16,494,336
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6856
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（保育間伐１００４ち外）   
9.39ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月4日 1,533,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6857
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」１０５５れ外）    42.59ha  
4,814m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月17日 23,557,617
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6858
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」１０５６な外）    69.58ha  
 7,569m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月28日 29,162,231
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6859
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

造林（下刈３５に２外）         
11.75ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年6月28日 1,491,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6860
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

造林（除伐・保育間伐５４と１
外）    6.65ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月17日 1,218,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6861
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

森林整備事業（保育間伐「活用
型」３り）                
2.80ha   150m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年5月9日 1,895,776
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6862
朝日航洋（株）
（福岡市博多区博多駅東３－１２
－１）

製品生産（１０５い　へり集材）　
　                           
       スギ・ケヤキ　４０ｍ3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年11月15日 5,601,928
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6863
玖珠育林（有）
（大分県玖珠郡九重町田野２４１
５－４０４）

造林事業（除伐２１０ぬ外）     
6.10ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月13日 1,512,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6864
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（除伐・保育間伐　）      
7.14ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月4日 1,281,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6865
菊池林業（有）
（菊池市隈府１３４１）

保慶山治山事業本数調整伐　　　　
（２０５４い）　9.75ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月28日 1,596,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6866
玖珠育林（有）
（大分県玖珠郡九重町田野２４１
５－４０４）

九重山治山事業除伐本数調整伐   
(２０８よ1外)　19.61ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月28日 3,549,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6867
大分愛林（有）
（大分県大野郡野津町西神野３８
４－２）

十文字原治山事業本数調整伐     
（１００４へ外）　　9.74ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月28日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6868
中津造林（有）
（大分県宇佐郡院内町羽馬礼１２
９－２）

佐古治山事業本数調整伐         
（６１る外）　　　12.17ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年2月28日 2,142,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6869
西日本空輸（株）
（福岡市中央区天神４－７－１
１）

ヘリ借り上げ業務料             
(空輸１時間，運航２時間１０
分）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月21日 1,073,625
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6870
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（６００時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年4月20日 752,535
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6871
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（６００時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年7月28日 948,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6872
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（１６０時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年10月7日 252,800
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6873
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（２０７時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年11月29日 327,060
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6874
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託（２８４時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年1月30日 448,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6875
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（１００９ね）　　　　　
３００ｍ３

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成17年8月17日 368,175
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6876
江藤建設（株）
（日田市川下１０５）

屋根瓦修繕代（塗装外１棟分）　　
　　　　　　　　　（公務員宿舎
１７号）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年3月17日 666,750
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6877
江藤建設（株）
（日田市川下１０５）

屋根瓦修繕代（塗装外１棟分）　　
　　　　　　　　　（公務員宿舎
１８号）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年3月17日 399,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6878
江藤建設（株）
（日田市川下１０５）

屋根瓦修繕代（塗装外１棟分）　　
　　　　　　　　　（公務員宿舎
１９号）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年3月17日 559,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6879
江藤建設（株）
（日田市川下１０５）

屋根瓦修繕代（塗装外１棟分）　　
　　　　　　　　　（公務員宿舎
２０号）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大分西部森林管理署長　　　　　
　　　井田篤雄　　　　　　　　　
　　　　　　（日田市中城町１－
１）

平成18年3月17日 954,750
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6880
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（浅内２７林班）　　　　
　458.917m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月20日 395,127
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6881
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（切込1054林班外）　　　
　1293.076m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月8日 1,255,988

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6882
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

鹿防除ネット外代　             
        ３，４５０ｍ

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年3月15日 2,715,972
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
(株)森和が販売しており競争を許さないことから会
計法第２９条の４第３項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6883
熊本木材（株）
（熊本市平山町３０５２）

産物販売委託　　　　　　　　　　
スギ16.414m3　               
             ヒノキ175.649m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年3月10日 1,048,483

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

6884
大成木材（株）
（大分市弁天１－１－２３）

素材生産請負事業　　　　　　　　
　　（宇藤木畑１６８ほ1）　　
　　　　　246.864m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年5月9日 1,261,878
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6885
大分県樹苗生産農業協同組合
（大分市大字古国府１３３７－２
０－４Ｆ）

スギ・ヒノキ苗木代　　　　　　　
ヒノキ苗木14600本　　　　　　　
　スギ苗木20850本

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月3日 2,392,083
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6886
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

宇藤木畑１６８作業路新設工事　　
1,６８３ｍ　　　　　　　　　　
　自Ｈ１７．１２．９　　　　　
　　至Ｈ１８．３．２０

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年12月9日 1,912,260

契約履行中の森林整備事業（保育間伐【活用型】）
と並行して実施しなければ履行中の事業の実施に支
障となることから会計法第２９条の３第４項に該当
するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6887
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

官行造林（保育間伐）事業請負　
（本匠官行造林２０林班）　　　　
　　　　保育間伐12.29ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月30日 2,163,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6888
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（宇藤木畑１６８り）　　　　　　
伐倒1,095m3集造材外786.252m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年12月6日 9,764,280
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6889
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（蛇越岳国有林２１７は外）　　　
　　　伐倒1,232m3集造材外
502.958m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年8月17日 6,722,512
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6890
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（青山国有林１２３は）　　　　　
伐倒591m3集造材外296.157m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月30日 4,032,855
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6891
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（大戸河内国有林６７は）　　　　
　伐倒473m3集造材外189.663m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年9月21日 2,212,903
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6892
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（蛇越岳国有林２１６ち）　　　　
　伐倒818m3集造材外253.677m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月8日 4,207,657
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6893
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（東泉山国有林３４ほ）　　　　　
　伐倒503m3，集造材外192.63m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月25日 2,978,509
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6894
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（久住山国有林２０６３い）　　　
　伐倒237m3集造材外339.368m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月7日 3,047,914
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6895
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（傾山国有林２０４３ほ）　　　　
　　　　伐倒238m3集造材外
132.505m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月30日 1,949,728
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6896
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（傾山国有林２０４５い）　　　　
　伐倒743m3集造材外239.003m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年9月14日 4,561,919
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6897
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（大越国有林１０８ち）　　　　　
　伐倒232m3集造材外102.260m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年8月31日 1,859,454
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6898
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

浅内２７作業道新設工事315.6m   
   　　自Ｈ１７．１０．７　　　
　　　　　至Ｈ１７．１２．２５

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月7日 1,050,000

契約履行中の森林整備事業（保育間伐【活用型】）
と並行して実施しなければ履行中の事業の実施に支
障となることから会計法２９条の３第４項に該当す
るため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6899
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

素材生産請負事業請負　　　　　　
（浅内国有林２７ぬ外）　　　　　
　全幹伐倒集造材1,107.7m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月7日 10,159,412
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6900
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（下刈）事業請負　　　　　　
（蛇越岳国有林２１わ1外）　　　
　　　下刈４９．２５ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年6月21日 6,919,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6901
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（保育間伐外１）事業請負　　
（立石国有林５２る外）　　　　　
　保育間伐10.05ha　除伐 
10.23ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月12日 4,557,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6902
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（保育間伐外１）事業請負　　
（立石国有林５３と外）　　　　　
　保育間伐6.82ha　除伐 2.25ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年1月31日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6903
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（保育間伐外１）事業請負　　
（鶴見岳国有林１１ろ外）　　　　
　除伐 3.76ha　保育間伐9.15ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年3月6日 2,541,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6904
大分県造林素材生産事業協同組合
（大分市生石５－１－５）

造林（地拵外２）事業請負　　　
（鶴見岳国有林１１や外）　　　　
　地拵4.79ha　植付6.91ha　　　
　　ﾈｯﾄ設置4.79ha1320m

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年1月31日 3,990,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6905
大分林業（有）
（大分県大分郡庄内町平石５０
７）

造林（高齢級間伐）事業請負　　　
（星岳１７と）　　　　　　　　　
伐倒516m3　集造材外385.378m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年5月25日 3,770,050
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6906
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

１０８９作業路新設工事請負　　　
1,329m　　　　　　　　　　　　
　自Ｈ１７．７．１１　　　　　
　　　　至Ｈ１８．２．２８

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月11日 1,808,415

契約履行中の森林整備事業（保育間伐【活用型】）
と並行して実施しなければ履行中の事業の実施に支
障となることから会計法２９条の３第４項に該当す
るため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6907
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

植栽準備作業請負　　　　　　　　
（切込国有林１０５４い）　　　　
　全幹伐倒集造材外184.373m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月13日 1,255,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6908
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（三本国有林１０８１ろ）　　　　
　伐倒 802m3集造材外 577.242m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月7日 8,622,681
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6909
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（夏木国有林１０１１ほ外１）　　
　伐倒848m3集造材外526.924m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月11日 6,840,767
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6910
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（樫原国有林１０８９ち外）　　　
　伐倒4036m3集造材外2242.805m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月11日 22,213,343
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6911
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（三本１０８１に）　　　　　　　
　伐倒295m3集造材外233.879m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年12月21日 3,478,454
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6912
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（切込国有林１０４６ろ）　　　　
　伐倒237m3集造材外133.703m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月26日 1,982,963
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6913
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（樫原国有林１０８９わ）　　　　
　伐倒871m3集造材外861.491m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月21日 7,517,797
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6914
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（三本国有林１０８６い）　　　　
　伐倒1,292m3集造材外659.456m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月21日 7,106,807
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6915
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（大越国有林１１１い外）　　　　
　伐倒1,285m3集造材外318.097m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年8月17日 7,368,816
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6916
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負　　　　　　　　　　　
（切込国有林１０４６ろ外）　　　
　伐倒359m3集造材外255.216m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年12月8日 4,086,111
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6917
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

素材生産請負事業請負　　　　　　
（切込国有林１０５４い）　　　　
　　全幹伐倒集造材外1081.165m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月13日 7,359,333
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6918
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

造林（下刈）事業請負　　　　　　
（切込国有林１０５５ほ外）　　　
　下刈25.35ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年6月21日 3,759,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6919
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

造林（高齢級間伐）事業請負　　　
（小日平国有林１０３３ち）　　　
　伐倒149m3　集造材134.935m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年5月9日 1,257,006
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6920
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

造林（地拵外２）事業請負　　　　
（切込国有林１０５４に1）　　　
　　　地拵9.43ha植付9.43haｼｶﾈｯ
ﾄ設置9.43ha2750m

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年1月23日 6,615,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6921
佐伯造林（有）
（佐伯市長谷１０７２）

治山（除伐外１）事業請負　　　　
（大江灘国有林１６６よ外）　　　
　除伐4.15ha　本数調整伐6.20ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月28日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6922
大分愛林（有）
（臼杵市野津町西神野３８４－
２）

治山（除伐外１）事業請負　　　　
（立石国有林５３よ外）　　　　　
除伐 0.87ha　                
                   本数調整伐
10.03ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月28日 1,848,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6923
大分林業（有）
（大分県大分郡庄内町平石５０
７）

治山（本数調整伐）事業請負　　　
（城ヶ岳国有林１８は2外）　　　
　本数調整伐13.77ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月28日 2,478,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6924
竹田愛林（有）
（竹田市片ヶ瀬２４４）

治山（除伐外１）事業請負　　　　
（久住山国有林２０６４ほ外）　　
　除伐 1.07ha　本数調整伐
5.87ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月28日 1,113,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6925
（有）延岡物産
（延岡市萩町２６）

治山（本数調整伐）事業請負　　　
（切込国有林１０８７い外）　　　
　本数調整伐12.97ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月28日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6926
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　600時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年4月26日 948,000
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6927
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　331時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年6月23日 522,980
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6928
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　615時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年7月29日 971,700
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6929
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　273時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年10月12日 431,340
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6930
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　531時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年11月7日 838,980
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6931
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　615時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年12月12日 971,700
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6932
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　340時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年1月10日 537,200
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6933
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　612時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年2月1日 966,960
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6934
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　615時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成18年3月1日 971,700
少額随意契約であり会計法２９条の３第５項及び予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6935
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（宇藤木畑１６８林班）　
　246.864m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　大分森林管理署長　肥後　幸
男　　　　(大分県大分市王子北町
３－４６)

平成17年5月19日 212,549
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6936
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　991時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年9月21日 1,545,960
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6937
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　1,097時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年5月9日 1,711,320
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6938
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　918時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月6日 1,432,080
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6939
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　1,500m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年4月20日 1,417,452

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6940
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　1,600m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年8月2日 1,370,641

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6941
宮崎リコー（株）日向営業所
（日向市原町2丁目47番地）

複写機保守料                   
     1台

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年4月1日 1,069,983

既に調達したコピー機に連接して保守等する場合で
あり、物品の調達相手方であり、既に調達したコ
ピー機の使用に著しい支障を及ぼすため会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6942

高千穂国有林造林素材生産事業協
同組合
（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩
戸6332-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　下刈
9.54ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年6月17日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6943

高千穂国有林造林素材生産事業協
同組合
（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩
戸6332-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
除伐5.58ha　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　保育間伐
5.18ha　　　　　　　　　　　　　
つる切2.11ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年10月17日 2,373,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6944

高千穂国有林造林素材生産事業協
同組合
（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩
戸6332-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　保育間
伐7.38ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月13日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6945

高千穂国有林造林素材生産事業協
同組合
（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩
戸6332-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　保育間
伐7.39ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年3月2日 1,260,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6946
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　下
刈25.76ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年6月2日 3,381,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6947
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

森林整備事業（保育間伐、活用
型）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　10.63ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年4月4日 4,915,278
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6948
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　除伐
1.01ha　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　保育間伐
7.58ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年10月17日 1,407,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6949
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　除伐5.12ha　　　　　　　
　　　　　　　　　　保育間伐
3.83ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月13日 2,079,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6950
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

森林環境保全整備（被害木処理）
事業　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　5.21ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年10月21日 1,302,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6951
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　保育間伐
12.76ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年3月2日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6952
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

歩道新設　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　10.0km

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年9月26日 4,515,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6953
湯前木材事業協同組合
（熊本県球磨郡湯前町4021-1）

販売委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
359.527m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年5月12日 1,320,905

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



6954
（有）延岡物産
（延岡市萩町26）

造林事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　下刈
22.26ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年6月17日 2,961,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6955
（有）延岡物産
（延岡市萩町26）

造林事業
除伐3.39ha
保育間伐7.40ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年10月17日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6956
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

治山事業　　　　　　　　　　　　
　　　　　　本数調整伐14.46ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月25日 2,142,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6957
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

治山（Ⅱ）事業
自H18.3.2
至H18.3.30

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年3月2日 2,541,000
当初少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当していたが変更により
増となったため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6958
耳川流域国有林間伐推進事業協同
組合
（日向市大字財光寺724-2）

治山事業
本数調整伐24.8ha
衛生伐6.32ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月25日 4,788,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6959
（有）グリーン産業
（熊本市京町本丁5-27）

治山事業
除伐3.45ha
本数調整伐7.31ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月25日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6960
（有）延岡物産
（延岡市萩町26）

治山事業
本数調整伐16.2ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年2月25日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6961
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　472
時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年7月14日 475,776
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6962
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
　　　　　　　　　　336時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年7月15日 388,080
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6963
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
　　　　　　　　　336時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年7月15日 529,200
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6964
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　484時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年1月4日 755,040
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



6965
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
　　　　　　　　　　400時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年7月14日 537,600
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6966
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入鹿・兎ネット代　　　
　　（50m×20ヶ）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年3月8日 1,092,840
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6967
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入鹿・兎ネット代　　　
　（50m×22ヶ）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年3月13日 1,203,006
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6968
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入鹿・兎ネット代　　　
　　　　　（50m×12ヶ）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成18年1月12日 668,556
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6969
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステンレス入兎ネット代　　　　　
　　　（50m×32ヶ）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年7月7日 431,844
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6970
湯前木材事業協同組合
（熊本県球磨郡湯前町4021-1）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　450m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年4月18日 37,749
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6971
湯前木材事業協同組合
（熊本県球磨郡湯前町4021-1）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
450m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　宮崎北部森林管理署長　　　　　
　　児玉　孝一　　　　　　　　　
　　（宮崎県日向市日知屋17371-
1）

平成17年4月18日 21,901
少額随契のため会計法第２９条の３第５項及び予決
令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6972
（株）桑原建設
（宮崎県児湯郡木城町大字椎木４
７５２－１）

三財森林事務所外修繕工事
瓦葺替外3
自：１８．３．９
至：１８．３．１４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月9日 1,034,407
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6973
（株）桑原建設
（宮崎県児湯郡木城町大字椎木４
７５２－１）

高岸１号公務員宿舎修繕工事
瓦葺替
自：１８．３．１７
至：１８．３．２２

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月17日 1,396,500
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6974
（株）桑原建設
（宮崎県児湯郡木城町大字椎木４
７５２－１）

調殿３１号公務員宿舎修繕工事
瓦葺替
自：１８．３．２０
至：１８．３．２７

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月20日 1,118,250
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6975
（株）桑原建設
（宮崎県児湯郡木城町大字椎木４
７５２－１）

刎田５号公務員宿舎修繕工事　　　
　瓦葺替　　　　　　　　　　　
自：１８．３．２２　　　　　　
至：１８．３．２８

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月22日 1,415,400
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6976
（株）桑原建設
（宮崎県児湯郡木城町大字椎木４
７５２－１）

羽田３号公務員宿舎修繕工事
瓦葺替
自：１８．３．２３
至：１８．３．２７

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月23日 1,249,500
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第２号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6977
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

森林整備事業（保育間伐活用型）
吹山３５へ外4
６２０ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 6,698,049
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6978
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

森林整備事業（保育間伐活用型）
吹山１８い外
５８８ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月24日 6,709,189
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6979
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

造林請負事業                               
  　      　　　　　保育間伐 ９．００ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年10月7日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6980
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

造林請負事業                              　
      　　　　　地拵 １４．５２ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月6日 3,780,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6981
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

森林整備事業（保育間伐活用型）　　　
　　　　　        長迫２ほ外              
                                    　　３，０６
２ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月24日 22,794,821
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6982
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

森林整備事業（保育間伐活用型）　　　
　　　　　　  　   吹山１６は外           
                                     　　　６７
８ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月20日 6,232,988
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6983
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

森林整備事業（保育間伐活用型）　　　
　　　　　　      長迫３ろ外               
                                  　　    ５５１
ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 5,884,519
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6984
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

造林請負事業                               
 　      　　　　　植付 １４．５２ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月30日 4,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6985
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

造林請負事業                               
　      　　　　　下刈４８．５３ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月6日 5,775,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6986
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

造林請負事業                              　
      　　　　　保育間伐 ２８．５４ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月2日 4,200,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6987
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　長迫国有林２ほ外林小班　　　
　　２，４８３ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 2,242,587
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6988
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　長迫国有林２ほ外林小班　　　
　　１，４９８ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 1,352,710
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6989
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
長迫国有林２ほ外林小班　　　　
　１，２２７ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 1,108,244
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6990
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
長迫国有林２ほ外林小班　　　　
　２，０８０ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 1,879,110
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6991
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間７９２時間

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月25日 1,235,520
高度な知識が必要であり、契約履行可能者が特定の
者に限定されるのもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6992
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間９３５時間

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年9月26日 1,458,600
高度な知識が必要であり、契約履行可能者が特定の
者に限定されるのもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6993
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

伐採系森林整備支援業務長迫国有
林３ろ林小班外7　　　　　　　　
面積７１．８５ｈａ　　　　　　
　数量９９５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月22日 2,115,690
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6994
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
　長迫国有林２ほ外林小班　　　
　　２，７１５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 2,451,961
素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

6995
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

造林請負事業                             　
      　　　　　下刈６２．４８ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月6日 9,660,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6996
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

造林請負事業                             　
      　　　　　除伐１１．２２ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月27日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6997
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
尾鈴２３９に外
２４５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月14日 2,478,559
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



6998
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
尾鈴２３７ほ外
１，５０３ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月20日 15,461,307
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

6999
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
樫２７３よ外
３７６ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 5,392,492
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7000
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

森林整備事業（保育間伐活用型）
尾鈴２４３ま
６２６ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月19日 5,937,949
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7001
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

造林請負事業　川原尾鈴麓２５２
ぬ外林小班　　　　　　　　　　　
保育間伐　１０．６６ｈａ　　　
　除伐　　　　１．００ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年9月20日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7002
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

素材生産請負事業　　　　　　　　
吹山５４な林小班　　　　　　  
１，３３５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 8,318,059
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7003
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

素材生産請負事業　　　　　　　　
吹山５４よ林小班　　　　　　　　
１，4００ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月8日 8,955,721
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7004
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）
川北尾鈴１０４４り
４０６ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 3,660,833
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7005
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）
川南尾鈴１０４４り
４６１ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 4,370,413
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7006
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

造林請負事業                              　
      　　　　　除伐１０．４４ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年9月20日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7007
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　川北尾鈴１００６ま　　　
　　　　８１５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月7日 7,780,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7008
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　川北尾鈴１００６そ
外1　　　　　          ７７６
ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 6,792,870
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7009
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　川南尾鈴１０５２ろ 
           １，７１０ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月24日 18,874,179
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7010
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

造林請負事業                            　 
     　　　　　下刈４８．５２ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月6日 6,720,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7011
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

森林整備事業（保育間伐活用型）　
　　　　　　　　　　　　　　　
川南尾鈴１０５３ぬ　　　　　　
　４３６ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月12日 4,203,556
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7012
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

造林請負事業　川原尾鈴麓２５２
ぬ外林小班　　　　　　　　　　　
　保育間伐　１1．６６ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年9月20日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7013
宮崎県緑化樹苗農業共同組合
（宮崎市橘通１丁目１１番１号）

苗木代　　　　　　　　　　　　　
　　　スギ苗木　５１，０００本

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月27日 3,267,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7014
宮崎リコー（株）
（宮崎市花ヶ島町大原２３６１－
１）

複写機保守料　　　　　　　　　　
３台

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月1日 1,098,524

既に調達したコピー機に連接して保守等をする場合
であり、既に調達したコピー機の使用に著しい支障
を及ぼすため、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7015
宮崎交通（株）
（西都市小野崎１丁目９６番１
号）

研修バス借上げ代　　　　　　　　
２０人乗り　２７台

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年11月4日 1,134,000
本業務については、一度に多数のバスを保有する会
社がないため会計法第２９条の３第４項に該当す
る。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7016
（有）都城民芸
（宮崎県北諸県郡三股町大字宮村
２８０４）

木製机代片袖机　　　　　　　　　
片袖机　１５個　両袖机　７個

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年3月23日 2,358,300
本物件については、近隣地で当社以外に製造してい
る会社がないことから選定した。会計法第２９条の
３第４項に該当する。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7017
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

芋八重治山工事　　　　　　　　
自：１８．２．１０　　　　　　　
　至：１８．３．２４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月10日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7018
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

浜山地区治山事業（下　刈）　　
自：１７．６．１７　　　　　　　
至：１７．１０．１４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月17日 9,555,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7019
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

浜山地区治山工事（柵工）　　　　
自：１８．２．１０　　　　　　
至：１８．３．２４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月10日 5,873,700
本業務については、柵工であることから、木材に精
通し信用等総合的に勘案の上選考、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7020
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

浜山地区（植付外１）治山事業　　
自：１７．１２．７　　　　　　
至：１８．３．１７

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月7日 4,620,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7021
高鍋造林素材生産事業協同組合
（宮崎県児湯郡木城町大字高城２
５１８－１）

谷内治山工事山腹工　　　　　　
自：１８．２．１０　　　　　　
至：１８．３．２４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月10日 2,205,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7022
児玉看板
（西都市大字中妻１　－４３）

保安林看板作成・設置代　　　　　
１基

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年6月24日 1,200,000
契約履行可能者が特定の者に限定されるので会計法
第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7023
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

浜山地区治山事業植栽工　　　　
自：１７．１２．７　　　　　　　
至：１８．３．２４

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月7日 8,610,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7024
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

治山事業吹山国有林　      　　
１６ろ林小班外　　　　　　　　　
　　地拵　５．３７ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月6日 1,470,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7025
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

治山事業吹山国有林 　　　 　   
１３り林小班外　　　　　　　　　
除伐　２６．３１ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月28日 7,140,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7026
西都造林素材生産事業協同組合
（西都市大字調殿３６８）

治山事業吹山国有林　　　　　   
１６ろ林小班外　　　　　　　　
　植付　５．３７ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月30日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7027
日向地区林業協同組合
（宮崎県児湯郡都農町大字大字川
北１１３５０－４２）

治山事業川北尾鈴国有林１０２７
い1林小班外　　　　　　　　　　
　 除伐　１１．４９ｈａ

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月28日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7028
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間３２５時間

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年12月22日 507,000
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7029
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
委託時間５１２時間

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年2月17日 798,720
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7030
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　       
   　川北尾鈴国有林１００６ま
林小班　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　３００ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 271,618
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7031
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託    　　　           　
川北尾鈴国有林１００６ま林小班
２１５ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 194,739
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7032
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                    　
寒川国有林１１７い林小班外　　　
１４１ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 127,507
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7033
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　          　      
長迫国有林２ほ林小班外　　　　
１，４９８ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 1,352,710
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7034
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　   　          　
吹山国有林１６は林小班外　　　　
４５０ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年7月1日 407,166
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7035
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                   　
川北尾鈴国有林１００６ま林小班　
１９０ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 171,774
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7036
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　           　　    
吹山国有林５４よ林小班　　　　　
４９７ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 448,894
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7037
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　          　     
吹山国有林５４な林小班　　　　　
４４ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月5日 40,188
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7038
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　           　     
吹山国有林５４な林小班　　　　　
３３１ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 299,326
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7039
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託            　       
吹山国有林５４な林小班　　　　　
５７２ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成17年4月28日 516,859
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7040
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　                     
吹山国有林５４な林小班　　　　
　６６４ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月5日 599,563
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7041
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　                     
      吹山国有林５４な林小班　
　　　　６６２ｍ3

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長
菅　廣助
（宮崎県西都市大字妻９０９－
５）

平成18年1月5日 565,384
少額随意契約のため会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7042
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園1丁目11番30号）

ショットワン・ツー液剤（樹幹注
入）                           
        １，０５９本

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月10日 2,779,875
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、井
筒屋化学産業(株)が販売しており競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7043
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園1丁目11番30号）

ショットワン・ツー液剤（樹幹注
入）                           
           ６５５本

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月13日 1,719,375
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、井
筒屋化学産業(株)が販売しており競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7044
井筒屋化学産業（株）
（熊本市花園1丁目11番30号）

ショットワン・ツー液剤（樹幹注
入）                           
         １，１４２本

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月13日 2,997,750
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、井
筒屋化学産業(株)が販売しており競争を許さないこ
とから会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7045
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステン入鹿・兎ネット外品代　　　
　　　　３４枚

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月10日 1,804,782
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
(株)森和が販売しており競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7046
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知業務（５２ら外４）         
        数量２，６８７m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月8日 2,426,602

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7047
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知業務（５７く外１）         
        数量４，５４９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月17日 4,108,139

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7048
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知業務（５７ぬ外）
数量１，４７７m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年11月9日 1,333,825

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7049
（株）人吉素材流通センター
（熊本県球磨郡相良村柳瀬３４５
１－１８）

産物販売委託（平成１８年３月１
８日市売）                     
   数量２８６m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月28日 1,083,584

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7050
宮崎リコー（株）
（宮崎市花ヶ島町大原2361番地
１）

電子複写機保守料
複写機２台

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月1日 1,749,515

既に調達したコピー機に連接して保守等する場合で
あり、物品の調達相手方であり、既に調達したコ
ピー機の使用に著しい支障を及ぼすため会計法第29
条の３第4項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7051
宮崎県緑化樹苗農業協同組合
（宮崎市橘通東1丁目11番1号）

苗木代
スギ99,100本　ヒノキ2,700本　　
ケヤキ2,900本　ﾔﾏｻﾞｸﾗ900本　　
　　ｸｽﾉｷ400本

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年1月25日 6,815,235

苗木の調達については、県単位の需給調整会議にお
いて、単価が統一されており、特定の者でなければ
納入できないので、会計法第２９条の３第４項に該
当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7052
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

生産事業（５７ぬ）             
        数量５７８m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月14日 5,917,570
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7053
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２４０と外１）         
       数量１２０m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年7月19日 1,788,242
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7054
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２４５い外１）　　　　　
　　　数量５３１m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月18日 8,258,802
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7055
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２８３り）             
   数量１２９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年7月4日 1,765,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7056
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（５２ら）　　　　　　　　
　　　　　　　　数量１，２１１
m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月1日 16,167,166
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7057
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（５３い）　　　　　　　　
　　　　数量５９９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月1日 5,779,203
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7058
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

石坂５２作業道新設工事         
       期間平成17年12月27日～ 
                  18年3月7日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月7日 2,068,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7059
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植裁準備作業）事業（２５
６わ）
数量９１９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年5月24日 8,325,232
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7060
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植栽準備作業）事業（５７
く）                           
     数量１，１１８m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月9日 9,793,075
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7061
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植栽準備作業）事業（２５
り外）                         
       数量３，４３２m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月9日 22,918,834
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7062
西諸地区森林組合
（小林市大字細野251番地１）

素材生産（２０８４い１）       
        数量９９５m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年9月21日 15,805,753
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7063
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植栽準備作業）事業（７８
た）                　        
数量５６８m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年11月9日 4,147,359
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7064
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植栽準備作業）事業（５４
い）                           
     数量１，４６９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月9日 8,749,375
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7065
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（下刈）事業（４に外５７）
面積１５５．９２ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月9日 22,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7066
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（高齢級間伐）事業（２５ほ
外１）          　             
 数量６７７m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月19日 10,752,248
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7067
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（高齢級間伐）事業（２９５
い外）            　           
 数量４３４m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月14日 6,545,968
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7068
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（高齢級間伐）事業（４ち外
１）　　　　　　　　　　　　　　
数量２８８m３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月14日 4,681,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7069
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（高齢級間伐）事業（５２
れ）
数量２８６m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月14日 3,104,367
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7070
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（除伐・保育間伐）事業（７
８る４外４）      　　         
除伐５．２０ha                
保育間伐９．７４ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月7日 3,307,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7071
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（植付）事業（１４る外１
０）                           
     面積３７．７７ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月1日 11,298,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7072
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

造林（地拵）事業（１４る外１
０）面積３７．７７ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月13日 8,295,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7073
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２０３２よ外１）       
                         数量
１，９８７m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月17日 31,900,647
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7074
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２０６３よ）　　　　　　
　　数量４３５m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年7月29日 6,925,528
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7075
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２０７５わ１）　　　　　
　　　　　　　数量１７５m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年7月29日 3,637,838
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7076
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２１５３と外２）　　　　
　　　　　　　　数量２５２m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月14日 4,531,514
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7077
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

造林（下刈）事業（２１６５外１
１）　　　　　　　　　　　　　　
　　面積３３．７８ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月9日 4,357,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7078
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

造林（高齢級間伐）事業（２１７
３は外１）　　　　　　　　　　　
　数量４６３m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月7日 5,485,793
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7079
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

造林（除伐）事業（２０１３い
１）面積６．０３ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月9日 1,764,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7080
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

造林（除伐・保育間伐）事業（２
０８１に外２）　　　　　　　　　
　　除伐４．５２ha　　　　　　
　　　保育間伐１０．４５ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月7日 3,328,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7081
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

造林（地拵・シカネット設置）事
業（２０１７ほ外１）           
     面積２．７０ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月13日 1,197,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7082
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野１９３９－７）

造林（下刈）事業（３０２７へ外
５）　　　　　　　　　　　　　　
　　面積１３．４３ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月9日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7083
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野１９３９－７）

造林（高齢級間伐）事業（３０６
５ら外１）                     
   数量４２８m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月15日 5,802,296
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7084
植松エネルギ－（株）
（宮崎市橘通西4丁目2番40号）

燃料代　　　　　　　　　　　　　
　　　　揮発油１２，４００リッ
トル　　　　　　　　　　　　灯
油１，０００リットル

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月1日 1,605,546
単価契約であり少額随意契約で行ったが燃料数量の
増加になり結果的に160万を超過した。（予決令第
９９条３号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7085
西諸地区森林組合
（小林市大字細野251番地１）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）（２０２０わ）　　　　　　
　　　　　　数量５１２m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月1日 7,340,176
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7086
西諸地区森林組合
（小林市大字細野251番地１）

造林（下刈）事業（２０２０わ２
外９）　　　　　　　　　　　　　
　　　面積１４．２９ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月30日 2,226,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7087
西日本空輸（株）
（福岡市中央区天神4丁目7番11
号）

松くい虫防除（空中散布）事業面
積１４５．００ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年5月11日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7088
大成産業（株）
（宮崎市小松台東1丁目15番19
号）

造林（衛生伐）事業（９４ち外
１）　　　　　　　　　　　　　　
　　面積８６．００ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年9月7日 3,496,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7089
大成産業（株）
（宮崎市小松台東1丁目15番19
号）

造林（衛生伐）事業（９４は外
２）                           
            面積１１６．００ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月1日 5,124,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7090
肥後木材（株）人吉木材市場
（熊本県球磨郡相良村深水２５０
０－３）

産物販売委託（平成１８年１月２
５日市売）                     
               数量２６６m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年7月1日 1,161,961

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7091
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託                       
        数量816時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月28日 1,272,960
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるもので、会計法第２９条の３第４
項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7092
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

標識作製設置一式（94林班内）　　
　１基

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月16日 1,218,000
契約の相手方が特定の者に限定されるものであり会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7093
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

治山（除伐・枝条集積外）事業
（９４り）                     
   面積６．４７ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月9日 13,671,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7094
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

治山（除伐）事業（９４り）     
        面積２４．１８ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月31日 5,029,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7095
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

治山（除伐外）事業             
       除伐１３．８１ha       
         本数調整伐１１．０４
ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月1日 5,586,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7096
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

治山（地拵・植付）事業（９４ち
外１）　　　　　　　　　　　　　
地拵１．７７ha　　　　　　　　
　植付５．５６ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月3日 4,473,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7097
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

土砂災害流木処理　　　　　　　　
　　　田野町字俣五郎内　　　　
　　　　平成18年2月3日～平成18
年2月28日（機械作業45時間　　　
　　　　トラック運搬49時間　　
　　　　　　　　　産廃処理49
台）

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月7日 3,498,600
平成17年度の台風14号山地災害の復旧工事のため、
契約の性質が緊急を要するものであり会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

7098
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

土砂災害流木処理
本田野国有林６６ろ林小班内
平成17年11月4日～平成17年12月
14日
（機械作業122時間　　トラック
運搬32時間）

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月16日 2,310,000
平成17年度の台風14号山地災害の復旧工事のため、
契約の性質が緊急を要するものであり会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

7099
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

土砂災害流木処理
本田野国有林６６い林小班内
平成17年10月11日～平成17年11月
3日
（機械作業133時間　　トラック
運搬35時間）

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年11月21日 2,478,525
平成17年度の台風14号山地災害の復旧工事のため、
契約の性質が緊急を要するものであり会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

7100
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町１４４－５）

土砂災害流木処理
鰐頭国有林７５ほ林小班内
平成18年3月1日～平成18年3月20
日
（機械作業165時間　　トラック
運搬64時間）

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月22日 2,689,050
平成17年度の台風14号山地災害の復旧工事のため、
契約の性質が緊急を要するものであり会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

7101
春山建設工業（株）
（宮崎市田野町乙９５２５）

災害緊急対策工事
本田野国有林６７う林小班内
平成17年10月3日～平成17年12月
22日（機械作業322時間）

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月19日 3,460,380
平成17年度の台風14号山地災害の復旧工事のため、
契約の性質が緊急を要するものであり会計法第２９
条の３第４項に該当するため

その他 ―
１７年度限
り

7102
諸県造林素材生産事業協同組合
（宮崎県東諸県郡綾町大字南俣７
９２－５）

治山（除伐外）事業 
除伐９．２９ha
本数調整伐１３．４４ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年3月1日 5,229,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7103
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本町5番27号）

治山（除伐・枝条集積外）事業
（９４ぬ）                     
            面積４．８３ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月2日 8,715,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7104
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本町5番27号）

治山（除伐）事業（９４ぬ外１） 
                              
               面積１６．４７
ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月31日 3,906,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7105
（有）九州みどり産業
（宮崎市橘通東1丁目１１－１）

治山（除伐）事業（９４は）     
                面積６．３５ha

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月31日 1,480,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7106
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（２９５い）           
       数量４０１m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月12日 362,231

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7107
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（４ち外3）　　　　　　
　　　　　　　　　数量８５２m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年4月21日 596,161

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7108
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（７８た）             
               数量５６８m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月2日 513,304

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7109
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（２５６わ）           
               数量８６９m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月2日 785,026

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7110
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（２１７３は外）　　　　
　　　　　　　数量４６３m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年6月17日 418,419

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7111
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（５４い）             
       数量１，４１３m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月22日 890,445

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7112
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（２８３り外３）       
       数量９２２m3

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月1日 832,577

本業務は、丸太材積の把握を行う業務で特殊性、専
門的知識が必要であり、他に十分な能力、技術を多
数有する者が多数いないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7113
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　１２８
時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年11月11日 199,680
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7114
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　６３６時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年1月31日 992,160
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7115
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　５６０時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年8月12日 873,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7116
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　２７０時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年9月29日 421,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7117
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　３２５時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年1月12日 507,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7118
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　６３６時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年1月31日 992,160
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7119
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　５１２時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月16日 798,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7120
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　４５４時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成18年2月28日 708,240
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7121
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステン入り鹿・兎ネット外　　　　
　　　　　　　　　　　　２３枚
一式

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年12月21日 1,223,565
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
(株)森和が販売しており競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7122
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

ステン入鹿ネット外　　　　　　　
　　　　７枚一式

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長　久保田 貢
（宮崎市柳丸町３８８－５）

平成17年10月6日 250,467
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、
(株)森和が販売しており競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7123
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

田辺治山請負事業
除伐　12.22ＨＡ
本数調整伐　4.22ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月25日 3,927,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7124
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

轟木治山請負事業
除伐　11.00ＨＡ
本数調整伐　5.69ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月25日 3,948,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7125
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

大平治山請負事業
除伐　4.64ＨＡ
本数調整伐　9.76ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月25日 2,520,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7126
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町144-5）

青井岳治山請負事業
除伐　3.92ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月25日 1,165,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7127
（有）事務機のナカシマ
（都城市下川東2-9-3）

コピー機使用料
コピー機1台

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年4月1日 1,502,228
単価契約で、特定の者に限定されるので会計法第２
９条の３第４項による随意契約

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7128
八重尾産業（有）
（小林市大字堤2899-1）

旧飯野著木場立木伐採請負事業
スギ　60本
木壁解体　224㎡

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月7日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7129
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

86と1作業道新設工事請負事業
延長　50ｍ　　幅　3ｍ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年7月14日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7130
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

86作業道修繕工事請負事業

路盤工　210ｍ
３

盛土　300ｍ
３　　　

樹脂管　6ｍ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月8日 1,211,700
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7131
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

素材生産請負事業

900ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年7月22日 4,285,066
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7132
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

素材生産請負事業

1,200ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 5,802,720
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7133
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

素材生産請負事業

500ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 2,218,085
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7134
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

植栽準備作業

1,200ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 1,228,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7135
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

植裁準備作業

900ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年7月22日 1,118,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7136
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

森林環境保全整備請負事業
除伐　3.90ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月27日 1,102,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7137
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

森林環境保全整備請負事業
除伐　3.66ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月16日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7138
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

1,150ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月26日 13,845,485
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7139
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

造林請負事業
下刈　91.42ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月2日 13,545,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7140
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

造林請負事業
植付　16.42ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 4,704,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7141
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

造林請負事業
除伐　2.97ＨＡ
保育間伐　17.38ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月6日 3,675,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7142
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町19号1番地）

造林請負事業
地拵　13.25ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 2,362,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7143
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

森林整備請負事業

保育間伐［活用型］　550ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 6,722,738
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7144
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

森林整備請負事業

保育間伐［活用型］　200ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 1,951,285
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7145
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

森林整備請負事業

保育間伐［活用型］）　500ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 5,622,817
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7146
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

森林整備請負事業

保育間伐［活用型］　600ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 2,943,223
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7147
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

造林請負事業
下刈　65.20ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月2日 9,450,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7148
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

造林請負事業
植付　9.89ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 2,887,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7149
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

造林請負事業
除伐　3.38ＨＡ
保育間伐　7.27ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月6日 2,394,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7150
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

造林請負事業
地拵　9.89ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7151
都城森林組合
（都城市早鈴町5085）

翌債造林請負事業

高齢級間伐　800ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月7日 7,252,438
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7152
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

素材生産請負事業

1,750ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月2日 8,834,729
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7153
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

素材生産請負事業

600ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月31日 3,246,499
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7154
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

素材生産請負事業

800ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月19日 7,296,898
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7155
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

素材生産請負事業

1,000ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 6,260,441
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7156
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

植栽準備作業

1,000ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 1,286,250
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7157
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

植栽準備作業

1,750ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月2日 2,008,125
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7158
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林環境保全整備請負事業
除伐　3.50ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月27日 1,039,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7159
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　450ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月27日 4,805,047
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7160
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　　　　　600ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月26日 7,050,003
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7161
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　　700ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 8,896,408
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7162
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　600ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 8,015,751
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7163
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　　　150ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 1,947,709
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7164
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

造林請負事業
下刈　105.10ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月2日 15,750,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7165
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

造林請負事業
植付　25.32ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 5,670,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7166
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

造林請負事業
除伐　4.22ＨＡ
保育間伐　7.46ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月6日 2,257,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7167
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

造林請負事業
地拵　11.33ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7168
小林地区林業協同組合
（小林市大字細野1939-7）

翌債造林請負事業

高齢級間伐　1,600ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月7日 14,743,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7169
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

素材生産請負事業

400ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月31日 2,677,819
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7170
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

素材生産請負事業

450ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年9月16日 1,678,027
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7171
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

素材生産請負事業

800ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月31日 4,709,409
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7172
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

素材生産請負事業

1,400ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年9月16日 10,099,024
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7173
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

植裁準備作業

800ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月31日 1,089,375
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7174
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

造林請負事業
下刈　73.84ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月6日 8,820,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7175
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

造林請負事業
植付　18.17ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 5,208,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7176
球磨川流域林業事業協同組合
（人吉市古仏頂町710）

造林請負事業
地拵　18.17ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 4,620,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7177
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町144-5）

造林請負事業
下刈　10.05ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月6日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7178
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町144-5）

造林請負事業
植付　6.09ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 1,837,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7179
宮崎地区国有林事業協同組合
（宮崎市青葉町144-5）

造林請負事業
地拵　6.09ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7180
宮崎県緑化樹苗農業協同組合
（宮崎市橘通東1-11-1）

苗木代
スギ　143,650本　ヒノキ36,800
本
クヌギ　1,600本　ｲﾇｴﾝｼﾞｭ900本
ｾﾝﾀﾞﾝ　　200本

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月30日 11,556,772
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7181
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託
2,416ｍ３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年5月9日 2,181,441

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7182
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託
1,953ｍ３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月3日 1,763,294

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7183
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         3,540㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月19日 3,196,486

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7184
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         1,211㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月28日 1,093,105

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7185
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         1,234㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月4日 1,114,005

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7186
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         2,339㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年11月28日 2,112,410

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7187
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託
1，270時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年5月9日 1,980,560

本業務は、専門的技術及び業務に精通している必要
があり、また、情報の機密保持の観点から信用確実
な事業者を選定する必要があったため。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7188
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託
1，783時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月10日 2,781,480

本業務は、専門的技術及び業務に精通している必要
があり、また、情報の機密保持の観点から信用確実
な事業者を選定する必要があったため。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7189
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託
1,753時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月7日 2,734,480

本業務は、専門的技術及び業務に精通している必要
があり、また、情報の機密保持の観点から信用確実
な事業者を選定する必要があったため。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7190
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託
1,756時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月1日 2,739,360

本業務は、専門的技術及び業務に精通している必要
があり、また、情報の機密保持の観点から信用確実
な事業者を選定する必要があったため。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7191
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

伐採系森林整備支援請負事業
360ｍ３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月16日 2,111,020

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7192
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

素材生産請負事業

500ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年11月2日 1,629,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7193
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

素材生産請負事業

100ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年9月16日 4,702,416
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7194
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林環境保全整備請負事業
除伐　2.7ＨＡ
保育間伐　1.16ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月16日 1,050,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7195
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　　　900ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年2月16日 9,877,562
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7196
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　1,200ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年9月16日 13,631,271
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7197
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　200ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年9月16日 1,883,393
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7198
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　660ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 9,056,734
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7199
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

森林整備請負事業
保育間伐［活用型］　　　　　　　

　　　　　　　1,100ｍ
３

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 12,762,745
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7200
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

造林請負事業
下刈　112.05ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年6月6日 14,280,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7201
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

造林請負事業
植付　8.65ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月31日 3,097,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7202
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

造林請負事業
除伐　2.23ＨＡ
保育間伐　6.88ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年10月6日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7203
えびの地区林業協同組合
（えびの市大字末永764-1）

造林請負事業
地拵　9.17ＨＡ

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年12月8日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7204
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         419㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月13日 378,736 会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第７号 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7205
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         191㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年1月17日 172,889 会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第７号 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7206
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         556㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年8月2日 501,865 会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第７号 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7207
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託                       
         430㎥

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成18年3月17日 387,854 会計法第２９条の３第５項　予決令第９９条第７号 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7208
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託
63時間

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長
木村壽
（宮崎県都城市立野町3655-1）

平成17年11月28日 98,280
少額随契約であり会計法第29条の3第5項及び予決令
第99条第7号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7209
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　1700m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月26日 1,797,696

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7210
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託    3300m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月26日 3,968,613

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7211
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林環境保全整備（つる切）事業
11.08ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月9日 1,123,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7212
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林環境保全整備（下刈）事業
17.56ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年5月31日 2,236,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7213
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林環境保全整備（除伐）事業
5.93ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月2日 1,563,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7214
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林環境保全整備（地拵・植付）
事業
13.14ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月24日 4,021,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7215
宮崎県緑化樹苗農業協同組合
（宮崎市橘通東1-11-1）

苗木代    スギ　 120,300本
　　　　　ヒノキ　40,500本

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月25日 10,086,562

苗木の調達については、県単位の需給調整会議にお
いて単価が統一されており、特定の者でなければ納
入できないため、会計法第29条の3第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7216
宮崎電子機器（株）
（宮崎市下原町214-18）

コピー機保守料 1台

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年4月1日 1,365,143

既に調達したコピー機の保守業務であり、当該機械
に精通している者にさせなければ著しい支障が生ず
るおそれがあり、会計法第29条の3第4項に該当する
ため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7217
串間地区素材生産事業協同組合
（串間市大字西方3827-3）

森林環境保全整備（つる切）事業
請負金　
11.87ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月9日 1,186,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7218
串間地区素材生産事業協同組合
（串間市大字西方3827-3）

森林環境保全整備（下刈）事業　
34.47ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年5月31日 4,777,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7219
串間地区素材生産事業協同組合
（串間市大字西方3827-3）

森林環境保全整備（植付）事業請
負　
4.62ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月24日 1,627,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7220
串間地区素材生産事業協同組合
（串間市大字西方3827-3）

森林環境保全整備（地拵）事業請
負　
4.62ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年12月19日 1,207,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7221
南那珂森林組合
（串間市大字串間2324-1）

森林環境保全整備（下刈）事業　
26.55ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年5月31日 3,895,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7222
南那珂森林組合
（串間市大字串間2324-1）

森林環境保全整備（徐伐・保育間
伐）事業　
10.13ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月10日 2,173,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7223
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

植栽準備作業（秋切谷国有林）
3.59ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年8月22日 1,449,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7224
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（つる切）事業
22.19ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月13日 2,236,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7225
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（下刈）事業
130.14ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年6月3日 20,055,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7226
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（除伐・保育間
伐）事業
24.13ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月10日 5,092,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7227
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（除伐・保育間
伐）事業
8.50ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月31日 2,310,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7228
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（植付）事業
32.31ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月24日 10,815,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7229
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（地拵）事業
32.31ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年12月19日 9,681,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7230
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林環境保全整備（地拵・植付）
事業
10.34ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月24日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7231
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）3.59ha 657m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年8月22日 3,305,494
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7232
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）13.34ha 1,855m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年12月20日 11,109,559
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7233
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）40.13ha 5,744m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月14日 25,784,928
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7234
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

素材生産請負事業（秋切谷国有
林）1,700m3

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年8月22日 7,787,896
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7235
南那珂森林組合
（串間市大字串間2324-1）

森林環境保全整備（地拵･植付）
事業
6.60ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年2月21日 2,136,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7236
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

石原治山事業（除伐）
5.25ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月1日 1,344,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7237
串間地区素材生産事業協同組合
（串間市大字西方3827-3）

大矢取治山事業（除伐）
7.78ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月1日 1,968,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7238
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

小松治山事業（除伐・本数調整
伐）
34.00ha

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月1日 7,854,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7239
飫肥造林（有）
（日南市飫肥5-3-49）

新村治山工事（山腹工）

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月6日 2,796,885
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7240
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託 635時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年4月18日 990,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7241
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　374時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年7月1日 583,440
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7242
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　635時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年8月2日 990,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7243
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　350時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年10月4日 546,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7244
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　255時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年11月11日 397,800
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7245
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　519時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年12月1日 809,640
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7246
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　635時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年1月25日 990,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7247
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　117時間

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成18年3月3日 182,520
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7248
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（1043に林小班外）　   
0.02ｍ３

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長
　武藤　卓史
（宮崎県日南市飫肥5-3-45）

平成17年9月14日 96,354
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項　予
決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7249
（株）ＫＤＤＩネットワーク
（東京都文京区本駒込２－２８－
８）

電話使用料　　26台

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月5日 1,131,962
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

7250
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　760時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月8日 1,200,800
高度な知識等が必要であり契約履行可能者が特定の
者に限定されるもので会計法第２９条の３第４項に
該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7251
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　　1199.119m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月9日 1,199,119
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7252
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　　1167.699m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月17日 1,226,083
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7253
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　　1086.745m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月16日 1,141,082
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7254
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　　352.916m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月10日 370,561
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7255
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　　308.118m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年7月13日 323,523
素材の農林規格準拠した品等格付けを行う専門的な
技術と経験が必要であり、他の契約対象者がいない
ため。(会計法第29条の3第4号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7256
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

造林（下刈）事業請負　　       
        御在所　２１２２わ２外
３林小班　       10.24ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 1,638,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7257
鹿児島県山林種苗協同組合
（鹿児島市山下町９－１５）

苗木代　　                     
       スギ99,000本           
              ヒノキ11,600本

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年1月24日 7,486,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7258
鹿児島国際航空（株）
（鹿児島市山下町９番５号岩崎ビル
５階経理本部）

松食い虫予防空中散布）事業請負　
230.00ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 1,144,500

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で行うより著しく有利
な価格をもって契約でき、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7259
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

植裁準備作業　4.68ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 1,228,750
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7260
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
内之牧　３０４６は外１林小班　　
    856.028m3(14.42ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年8月11日 18,858,534
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7261
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
高野　３９ほ林小班　　         
            432.703m3　
(8.65ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月16日 6,236,927
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7262
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
瓶台　１１１３そ林小班　　     
        613.354m3　　(14.15ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月16日 7,682,404
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7263
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
瓶台　１１１７は林小班　　     
          127.504m3　(13.80ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月16日 2,728,195
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7264
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
立谷　３９い林小班　           
    　226.474m3　　(8.11ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月16日 2,912,493
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7265
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
瓶台　１１１８ろ林小班　　　   
           558.479m3　　
(19.55ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月16日 8,435,540
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7266
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
国見平　１００１は外１林小班　　
        278.051m3(6.50ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 4,067,273
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7267
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
国見平　１００５わ林小班　　   
         215.138m3(4.73ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 3,001,989
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7268
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
洞河原　３１０９と林小班　　   
        152.495m3(2.98ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月28日 1,782,792
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7269
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
大鹿倉　３０７９は林小班　     
         398.147m3(5.63)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月15日 4,925,221
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7270
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
牧　１０６８う林小班　         
      243.784m3(10.00ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年7月19日 4,027,586
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7271
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
辺田　３０８２ほ林小班　       
     717.242m3(12.33ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月28日 9,494,544
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7272
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
立谷　３７い林小班　           
      49.862m3(12.07ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年9月16日 1,128,163
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7273
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

素材生産事業請負
国見平　１００３と林小班　     
          385.724m3(4.68ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 2,147,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7274
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（衛生伐）事業請負
高尾　７９ぬ外８林小班　       
         1.56ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月1日 1,806,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7275
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（下刈）事業請負
高野　５５ろ２外３林小班　     
      11.89ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 1,890,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7276
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（下刈）事業請負
神野　１５に２外28林小班　     
          82.92ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 11,445,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7277
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（高齢級間伐）事業請負
立谷　３７い林小班　           
    69.620m3(6.55ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月2日 1,476,641
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7278
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（高齢級間伐）事業請負
後平　１０８ろ林小班　         
     329.973m3(3.98ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月2日 4,715,967
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7279
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（除伐）事業請負
日平　６９わ林小班　           
           3.84ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月3日 1,102,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7280
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（植付）事業請負
山犬　７ぬ外１６林小班　       
           27.00ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月2日 10,479,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7281
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（地拵）事業請負
山犬　７ぬ外１５林小班　       
       23.10ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月1日 7,245,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7282
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（高齢級間伐）事業請負
国見平　１００５た林小班　     
       175.848m3(5.90ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 2,889,040
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7283
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（除伐）事業請負
楠八重　１４ろ1外1林小班　　   
             6.74ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月15日 1,869,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7284
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

造林（除伐外１）事業請負
神野　１５ほ外6林小班　        
          除伐3.27ha  保育間伐
23.12ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 4,695,600
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7285
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
後平　１１１い林小班　         
    262.961m3(5.86ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月15日 3,599,181
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7286
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
瓶台　１１２１ろ林小班　
477.808m3(10.57ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月16日 6,069,025
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7287
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
大良　１１２４と林小班　       
     523.740m3(9.00ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年7月14日 5,790,283
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7288
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
伊良ヶ谷　１１３３そ林小班　
630.362m3(9.90ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月15日 6,719,592
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7289
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
伊良ヶ谷　１１３４か林小班　   
        417.201m3(11.66ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月15日 5,087,363
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7290
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
大良　１１２４り外１林小班　   
          298.237m3(10.00ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年9月16日 3,604,337
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7291
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

造林（下刈）事業請負
瓶台　１１１８る外１林小班　   
      8.55ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 1,491,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7292
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

造林（下刈）事業請負
瓶台　１１２２い１外５林小班   
      　18.84ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 3,045,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7293
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

造林（高齢級間伐）事業請負
轟木　１１３５る・よ5林小班　  
       796.568m3(13.85ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月2日 8,809,565
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7294
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

造林（植付）事業請負 
瓶台　１１２１は林小班　       
          2.63ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月2日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7295
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

造林（植付）事業請負
瓶台　１１２１い林小班　       
        4.19ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月2日 1,711,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7296
内之浦町森林組合
（鹿児島県肝属郡肝付町北方２９
０－１）

造林（下刈）事業請負
国見平　１００４た２外２林小班　
      9.43ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7297
内之浦町森林組合
（鹿児島県肝属郡肝付町北方２９
０－１）

造林（除伐）事業請負
国見平　１０１９わ外１林小班　 
          6.27ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月3日 1,921,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7298
内之浦町森林組合
（鹿児島県肝属郡肝付町北方２９
０－１）

造林（除伐外１）事業請負
浜添　１０７２れ林小班　       
        除伐3.20ha  保育間伐
5.02ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 1,002,300
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7299
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

造林（下刈）事業請負
猪之山　３０１８ほ外９林小班　 
        23.17ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 2,940,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7300
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

造林（植付）事業請負
猪之山　３０１８よ外４林小班　 
       9.69ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月2日 3,318,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7301
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

造林（地拵）事業請負
猪之山　３０１８よ外４林小班　 
           9.69ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月1日 4,116,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7302
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

造林（除伐）事業請負
洞河原　３１１０ほ５外１林小班　
       3.81ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月15日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7303
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

造林（除伐外１）事業請負
平野　３０１９る外１林小班　   
         除伐1.40ha　保育間伐
6.17ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月7日 1,093,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7304
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

「緑の回廊」整備（除伐・歩道新
設）特別事業請負
除伐4.15ha　                   
             歩道新設1.62km

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年8月25日 1,575,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7305
（有）松山愛林
（志布志市松山町新橋１２８－
５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
御在所　２１２３に外２林小班　 
           528.290m3(13.17ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年8月19日 7,486,960
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7306
（有）松山愛林
（志布志市松山町新橋１２８－
５）

森林整備（保育間伐「活用型」）
事業請負
菅谷　２１２０な林小班　       
     149.585m3(5.40ha)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年7月14日 1,718,371
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7307
（有）松山愛林
（志布志市松山町新橋１２８－
５）

造林（下刈）事業請負
大八重　２１１７ほ３外１６林小
班      　32.49ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月30日 5,145,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7308
（有）松山愛林
（志布志市松山町新橋１２８－
５）

造林（除伐外１）事業請負
前岳　２１４７ろ外１林小班　   
          除伐2.78ha　保育間伐
4.54ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月1日 1,806,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7309
（有）六宝堂
（鹿屋市西原４－１０－２０）

複写機保守料　　　3台

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月11日 1,291,993
既に調達したコピー機に連接して保守等する場合で
あり、コピー機調達相手方に特定されるため、会計
法２９第条の３第４項に該当するもの

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7310
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

猿ヶ城地区生活環境保全林整備
（本数調整伐）事業請負　　     
                24.58ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年1月11日 5,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7311
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

神野外治山（本数調整伐）事業請
負　21.47ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 3,885,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7312
大隅素材生産亊業協同組合
（鹿屋市札元１－１－３５）

大塚治山（本数調整伐）事業請負　
9.48ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 1,407,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7313
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９－１）

大良治山（本数調整伐）事業請負　
6.02ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 1,281,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7314
内之浦町森林組合
（鹿児島県肝属郡肝付町北方２９
０－１）

牧治山（本数調整伐）事業請負　
8.21ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7315
（有）グリ－ン産業
（熊本市京町本庁５－２７）

内之牧治山（本数調整伐）事業請
負　9.83ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 1,911,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7316
（有）松山愛林
（志布志市松山町新橋１２８－
５）

大八重治山（本数調整伐）事業請
負　6.36ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年4月1日 1,029,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7317
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

岸良森林事務所巡検業務委託　　　
　　4日(32時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月6日 39,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7318
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　78.821m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年8月3日 82,762
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7319
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

志布志森林事務所巡検務委託　　　
　10日(80時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月5日 98,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7320
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

根占森林事務所巡検業務委託　　　
10日(80時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月5日 98,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7321
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　108.016m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月17日 113,416
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7322
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

高山森林事務所巡検業務委託　　　
13日(104時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月6日 122,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7323
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

鹿屋森林事務所巡検業務委託　　　
20日(160時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月11日 188,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7324
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　206.215m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月16日 216,525
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7325
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

鹿屋森林事務所保全巡視業務委託　
　31日(248時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年7月7日 291,400
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7326
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　318.501m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年2月10日 334,426
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7327
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

高山森林事務所保全巡視業務委託　
　　37日(296時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月11日 347,800
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7328
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　354.997m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年9月7日 372,746
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7329
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

志布志森林事務所保全巡視業務委
託　　40日(320時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月6日 392,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7330
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　380.697m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年1月10日 399,731
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7331
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

根占森林事務所保全巡視業務委託　
　41日(328時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月6日 403,850
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7332
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　388.533m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年1月10日 407,959
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7333
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

造林条件調査業務委託　         
        12ヶ所

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年9月7日 430,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7334
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

岸良森林事務所保全巡視業務委託　
　47日(376時間)

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月6日 465,300
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7335
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　452.261m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年11月4日 474,874
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7336
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　384時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月1日 606,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7337
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　384時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月26日 606,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7338
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　408時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年8月30日 644,640
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7339
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　630.073m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月3日 661,576
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7340
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　662.174m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年10月5日 695,282
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7341
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　679.335m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月16日 713,301
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7342
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　778.290m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年12月5日 817,204
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7343
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　538時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年9月28日 850,040
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7344
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　600時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年6月28日 948,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7345
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

素材検知委託　992.551m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月16日 976,028
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7346
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　625時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成18年3月17日 987,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7347
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　632時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月18日 998,560
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7348
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　632時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月28日 998,560
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7349
曽於地区森林組合
（志布志市有明町野神3687-1）

松食い虫予防薬剤調合・積込）事
業請負　2，76１㍑

分任支出負担行為担当官　　　　　
　大隅森林管理署長　 　        　
新地憲一　　　　  　　　　　　　
　（鹿屋市下堀町２９２６－３）

平成17年5月18日 903,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7350
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

森林環境保全整備事業（下刈）請
負　  下刈　61.40ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月5日 9,859,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7351
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

森林環境保全整備事業（下刈）請
負　下刈　23.76ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月5日 4,378,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7352
薩摩東部森林組合
（鹿児島県薩摩郡さつま町虎居
5222-1）

森林環境保全整備事業（下刈）請
負　下刈　10.28ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月5日 1,919,400
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7353
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

植栽準備作業（岩坪２１０４は）
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月21日 1,434,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7354
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

分収育林事業（保育間伐）請負　　
保育間伐　10.63ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月29日 1,768,200
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7355
大口地区素材生産事業協同組合
（大口市下殿716-57）

官行造林事業（保育間伐）請負　　
保育間伐　10.33ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年11月30日 1,995,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7356
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

森林環境保全整備事業（保育間
伐）請負
保育間伐　19.69ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年12月15日 3,696,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7357
大口地区素材生産事業協同組合
（大口市下殿716-57）

販売委託経費
66ろ外林班　237.137m3
2049そ林班　164.995m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月26日 1,386,253

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7358
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師2丁目4番6号）

森林環境保全整備事業（地拵外
１）　10.60ha
地拵5.30ha
植付5.30ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月30日 3,150,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7359
（有）川内林業
（薩摩川内市宮崎町1587-1）

松食い虫防除（燻蒸処理）
136.28ha（34.41m3）
燻蒸処理　34.41m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月6日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7360
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

森林環境保全整備事業（除伐）
除伐　8.94ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月6日 2,709,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7361
薩摩東部森林組合
（鹿児島県薩摩郡さつま町虎居
5222-1）

分収育林事業（保育間伐）
保育間伐　12.11ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月16日 2,268,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7362
大口地区素材生産事業協同組合
（大口市下殿716-57）

販売委託
2049林班　178.482m3
66林班　115.081m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月9日 1,012,338

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7363
熊本木材（株）八代支店
（八代市新港町2-4-9）

販売委託
1036林班　135.920m
38林班　117.436m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月24日 1,123,759

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7364
川内愛林（有）
（薩摩川内市平佐町4338-8）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐18.86ha
集造材680m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月6日 8,725,654
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7365
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐16.36ha
集造材360m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月13日 7,196,138
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7366
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐47.39ha
集造材1,100m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年9月27日 17,826,488
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7367
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

製品生産事業請負
素材生産　　700m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月21日 4,433,472
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7368
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

造林事業（高齢級間伐）請負
保育間伐12.22ha
集造材350m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年6月3日 4,186,367
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7369
（株）ＫＤＤＩネットワーク＆ソ
リューションズ
（東京都文京区駒込2-28-8）

電話料     21回線
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月12日 1,033,285
財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話
に係る業務。長期継続契約（会計法第２９条の１
２，予決令第１０２条の２第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

7370
薩摩東部森林組合
（鹿児島県薩摩郡さつま町虎居
5222-1）

森林環境保全整備事業（除伐外
１）請負9.26ha
保育間伐4.81ha
除伐4.45ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年12月15日 1,460,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7371
薩摩東部森林組合
（鹿児島県薩摩郡さつま町虎居
5222-1）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐30.89ha
集造材300m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年11月15日 6,164,792
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7372
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師2丁目4番6号）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐27.56ha
集造材1,500m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年9月14日 19,368,833
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7373
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師2丁目4番6号）

造林事業（高齢級間伐）請負
保育間伐22.11ha
集造材1,000m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月8日 16,631,630
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7374
（社）鹿児島県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
（鹿児島市鴨池新町1-3）

土地売払予定物件特定調査委託費　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　１件

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月26日 1,031,724

報酬額が土地の評価額に連動し決定される仕組みで
あり、また、統一単価（中央用地対策連絡協議会
（事務局：国交省）で申し合わせた公共事業に係る
不動産鑑定報酬基準）を使用しており、競争の余地
がない。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7375
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐15.10ha
集造材250m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年8月31日 5,602,014
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7376
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐12.30ha
集造材500m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月18日 7,218,925
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7377
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

造林事業（高齢級間伐）請負
(13.93ha)
集造材130m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月12日 1,786,922
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7378
川内愛林（有）
（薩摩川内市平佐町4338-8）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐12.27ha
集造材400m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年9月27日 5,445,637
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7379
賃貸借契約　　　　　　　　　　　
２軒

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月1日 1,296,000

当宿舎は、当署職員用として借り上げるもので、地
理的条件等から特定の者に限定され競争を許さない
ことから会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

その他 ―
１７年度限
り

7380
大口地区素材生産事業協同組合
（大口市下殿716-57）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負
保育間伐15.33ha
集造材1,000m3

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年10月20日 13,724,461
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7381
伊佐愛林（有）
（大口市里３２１６－２７９）

十層治山事業（除伐）請負
除伐18.03ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月28日 5,040,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7382
出水愛林（有）
（出水市上鯖渕１９４４－３）

杉崎治山事業（除伐）請負
除伐19.38ha

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月28日 6,258,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7383
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　５３３時間
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月22日 842,140
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7384
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　６２８時間
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年7月29日 992,240
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7385
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　５９４時間
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年11月30日 938,520
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7386
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　４７０時間
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年1月31日 742,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7387
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　５４０時間
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成18年2月28日 853,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7388
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託             1,531m3
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年4月28日 1,404,728

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7389
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託             2,015m3
分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長　狩野　誠
（薩摩川内市鳥追町１５－７）

平成17年10月3日 1,849,068

素材の農林規格に準拠した品等格付けを行う専門的
な技術と経験が必要であり、他に契約対象者がいな
いため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7390
ひおき森林組合
（日置市東市来町美山　１４３５
番地）

松くい虫特別防除（調剤積込・地
上散布）事業請負金
調剤積込量31,817㍑
散布面積4.76ha　数量5,712㍑

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年5月25日 1,134,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7391
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

官行造林（保育間伐）事業請負金
面積6.15ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月3日 1,155,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7392
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積16.59ha　数量1,937m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月18日 13,100,002
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7393
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積10.29ha　数量771m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年9月20日 6,300,514
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7394
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積21.59ha　数量1,556m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月18日 9,941,107
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7395
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積3.74ha　数量247m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年7月29日 1,157,298
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7396
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積23.25ha　数量2,350m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 12,417,814
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7397
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

森林生態系保全・再生対策（植栽
外）事業請負金　　　　　　　　　
植栽1.73ha　ｼｶﾈｯﾄ1,000m

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月3日 7,140,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7398
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

造林（下刈）事業請負金　　　　　
面積39.10ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月23日 6,510,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7399
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

造林（除伐）事業請負金　　　　　
面積10.69ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月14日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7400
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

治山（本数調整伐）事業  　　　　
権現段外1007な外林小班　　　　　
面積28.62ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月25日 4,977,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7401
姶良地区素材生産事業協同組合
（鹿児島県姶良郡加治木町新富町
２０８－２）

治山（本数調整伐）事業請負金　　
面積25.29ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年1月24日 4,536,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7402
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積7.55ha　数量451m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年8月26日 2,813,984
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7403
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

森林整備事業（保育間伐（活用
型））請負金　　　　　　　　　　
面積19.09ha　数量1,423m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年7月29日 6,861,676
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7404
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

造林（下刈）事業請負金　　　　　
面積19.39ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月23日 2,667,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7405
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

造林（高齢級間伐東谷１６か外）
請負金　　　　　　　　　　　　　
　面積14.66ha　数量563m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月2日 3,125,061
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7406
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

造林（保育間伐）事業請負金　　　
面積10.45ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月14日 2,100,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7407
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

造林事業（高齢級間伐東谷１６
そ）請負金 　　  　    　　　　
　　面積11.40ha　数量952m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月2日 1,723,076
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7408
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

造林事業（高齢級間伐伏木２００
７へ１外２）請負金　　　　　　　
　面積13.37ha　数量952m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月2日 4,792,318
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7409
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

治山（植栽工外）事業　　　　　　
崎野潟67と林小班　被害木整理
0.87ha　植付0.92ha　防風垣500m　
自H17.3.10至H17.5.10

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月10日 2,992,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7410
三好産業（株）
（鹿児島市鷹師２丁目４番６号）

治山（本数調整伐）事業   　    
前之浜外29ろ外林小班　　　　　　
面積16.62ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月25日 2,898,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7411
鹿児島国際航空（株）
（鹿児島市山下町９番５号）

松くい虫特別防除（空中散布）事
業請負金　　　　　　　　　　　　
　面積1,165.97ha散布量34,979㍑

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年5月25日 5,775,000

自治体との共同事業であり、民有林部分の契約相手
方と随意契約を行う方が単独で契約を行うより著し
く有利な価格をもって契約でき、会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7412
大口地区素材生産事業協同組合
（大口市下殿７１６番地５７）

販売委託手数料　               
           ヒノキ　348.44m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月7日 1,194,747

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7413
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９号１番地）

造林（地拵・植付）事業請負金　
面積4.38ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年1月12日 2,730,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7414
都城地区林業協同組合
（都城市菖蒲原町１９号１番地）

治山（除伐）工事　　　　　　　　
本谷口128む林小班　面積3.52ha　
自H17.3.1          　　        
 至17.5.13

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月25日 1,113,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7415
特定非営利法人奄美野鳥の会
（名瀬市和光町１２番８号）

希少野生動植物（政令指定）種保
護管理事業請負金　　　　　　　　
自H17.4.27　至H18.3.31　　　　
3箇所　107日

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年4月27日 2,257,400

希少野生動植物（政令指定）種保護管理事業は専門
的技術及び業務に精通している必要があり、競争を
許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当
するため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7416
南薩森林組合
（鹿児島県川辺郡川辺町平山６１
４０番地１）

造林（下刈）事業請負金　　　　　
面積7.56ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月23日 1,029,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7417
南薩森林組合
（鹿児島県川辺郡川辺町平山６１
４０番地１）

造林（保育間伐）事業請負金　　　
面積11.34ha

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月3日 2,037,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7418
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（霧島山１０８０む林小
班）　166m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 176,544
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7419
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（高松１０９１い外林小
班）　748m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 794,166
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7420
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（高松国有林１０９１外
林小班外２）　917m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 972,874
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7421
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（場貫国有林３８ふ外林
小班）　440m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年8月8日 531,870
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7422
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（日添国有林１０３７か
林小班）　80m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年8月8日 88,701
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7423
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（霧島山国有林１０８０
む林小班外２） 797m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 845,946
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7424
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（般若寺３０８７わ林小
班）　402m3の内

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月25日 426,568
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7425
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

造林条件調査業務委託金　       
          9箇所

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月1日 472,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7426
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
30日間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月30日 294,756
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7427
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（東谷国有林１６か外林
小班）　220m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年5月16日 232,853
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7428
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（東谷国有林１６そ林小
班）  100m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月27日 107,245
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7429
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（伏木国有林２００７へ
林小班）　390m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月27日 490,409
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7430
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託（平治国有林４８む外林
小班）　200m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年9月8日 270,279
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7431
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

森林保全管理業務委託　　　　　　
58日間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年6月30日 562,716
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7432
吹上浜国有林保護組合
（日置市吹上町与倉３５８３番地）

森林保全管理業務委託　　　     
           18日間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年1月31日 181,440
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7433
吹上浜国有林保護組合
（日置市吹上町与倉３５８３番地）

森林保全管理業務委託　　　　   
16日間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年1月31日 161,280
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7434
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　620時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年5月16日 979,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7435
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　616時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年8月19日 973,280
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7436
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　620時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成17年10月28日 979,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7437
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　620時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年1月6日 979,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7438
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　520時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年2月15日 821,600
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7439
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　480時間

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月6日 758,400
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7440
山佐木材（株）
（鹿児島県肝属郡肝属町前田９７
２）

木製両袖机外代　　　　　　　　　
２７台

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月22日 983,325
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7441
山佐木材（株）
（鹿児島県肝属郡肝属町前田９７
２）

木製両袖机外代　　　　　　　　　
２４台

分任支出負担行為担当官　　　　　
鹿児島森林管理署長　　　　　　　
　長友壽助　　　　　　　　　　　
（鹿児島市浜町１２番１号）

平成18年3月22日 827,925
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7442
ヤクスギランドを美しくする会
（鹿児島県熊毛郡屋久町安房１８
７－１）

17年度森林環境整備推進協力金実
施業務委託料                   
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　１箇所

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年4月1日 13,093,500
自然休養林の保護管理・運営という公共的案件のた
め、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

7443
大自然緑の会
（鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦
１５９３）

17年度森林環境整備推進協力金実
施業務委託料　　　　　　　　　　
　　　　１箇所

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年4月1日 11,508,000
自然休養林の保護管理・運営という公共的案件のた
め、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり ―
１８年度限
り

7444
朝日航洋（株）
（福岡市博多区博多駅東３－１２
－１）

永田岳登山道周辺植生回復事業に
伴うヘリ資材運搬事業請負金　　　
木材製品外１　　　　　　　　　
　１２.３ｍ3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年3月10日 2,740,500

屋久島内において、既に他事業を実施しており、新
たなヘリｺﾌﾟﾀｰの空輸等経費の節約が可能で、競争
に付すことが不利と認められることから会計法第29
条の3第4項及び予決令102条の4第4項イに該当する
ため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

7445
（株）屋久島チップセンター
（鹿児島市城南町１０－５）

森林整備事業（保育間伐【活用
型】）請負金　　　　　　　　　　
七五岳国有林４０い林小班外　　　
保育間伐16.26ha　　　　　　　　
集造材外1,133m3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年12月5日 6,193,142
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7446
（株）屋久島チップセンター
（鹿児島市城南町１０－５）

宮之浦嶽国有林造林（保育間伐）
事業請負金　　　　　　　　　　　
　保育間伐5.35ha

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年12月13日 1,008,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7447
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

検知委託　　　　　　　　　　　　
安房貯木土場　　　　　　　　　　
1,100ｍ3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年7月25日 1,482,847

本業務は、ヤクスギ土埋木の丸太材積を把握を行う
業務で、特殊性、専門的知識が必要であり、他に十
分な能力、技術を多数有する者がいないことから、
会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7448
鹿児島リコー（株）
（鹿児島市松原町７－６）

17年度電子複写機保守料及び賃貸
料                            
コピー機２台

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年4月1日 1,317,106
契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場
合であり、会計法第29条の3第4項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7449
鹿児島県木材協同組合
（鹿児島市東開町３－２）

委託販売手数料　　　　　　　　　
ヤクスギ外　32.243m3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年6月6日 1,304,627

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7450
鹿児島県木材銘木市場
（鹿児島市東開町３－３５）

委託販売手数料                 
      ヤクスギ外　462.920m3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年6月6日 13,634,723

産物のせり売り又は入札売りの方法により市売りの
業務を的確に遂行できることやこれらの業務を遂行
するに足りる資力・信用がある市場（問屋業者）な
ど相手先を特定する必要があるため（予決令第９９
条第２４号）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7451
大一工業（株）
（奈良県生駒郡斑鳩町幸前２－８
－２４）

サプリガードネット代外　　　　
ネット129巻　バンド320袋

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年3月14日 2,040,095
当該物品は、他社では同等品を取り扱ってなく、大
一工業（株）が販売しており競争を許さないことか
ら、会計法第29条の4第3項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7452
（有）愛林
（鹿児島県熊毛郡屋久町安房２４
００－３０）

製品生産事業請負金　　　　　　　
石塚国有林９０ろ林小班外　　　　
　　ヤクスギ土埋木450m3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年5月26日 46,523,886
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7453
（有）愛林
（鹿児島県熊毛郡屋久町安房２４
００－３０）

製品生産（巻立）事業請負金　　　
安房貯木土場　　　　　　　　　　
ヤクスギ外1,100ｍ3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年7月19日 1,008,260
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7454
（有）愛林
（鹿児島県熊毛郡屋久町安房２４
００－３０）

製品生産請負事業請負金　　　　　
宮之浦嶽国有林９３は林小班　　　
　　　ヤクスギ土埋木500m3

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年10月18日 33,176,317
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7455
（有）屋久島林産
（鹿児島県熊毛郡屋久町平内１４
６－２）

太忠嶽国有林外１造林（保育間
伐）事業請負金　6.92ha

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年10月7日 1,365,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7456
（有）屋久島林産
（鹿児島県熊毛郡屋久町平内１４
６－２）

波砂岳国有林外１造林（除伐外
１）事業請負金10.54ha

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年12月13日 1,975,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7457
（有）種子島経済林業
（西之表市古田１８）

千段ノ峯国有林造林（保育間伐）
事業請負金　6.20ha

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年12月13日 1,092,000
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7458
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　　　　　　　　　　
380時間

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年4月26日 600,400
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7459
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　　　　　　　　　　
495時間

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年7月28日 782,100
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7460
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　　　　　　　　　　
342時間

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年11月30日 540,360
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7461
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託料　　　　　　　　　　
608時間

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年1月31日 960,640
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7462
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

白谷雲水峡チケット作製代　　　
2,000冊

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成17年8月16日 798,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7463
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

白谷雲水峡リーフレット作製代　
40,000部

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年1月19日 546,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7464
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

ヤクスギランドリーフレット作製
代　　　　　　　　　　　　　　
20,000部

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年2月23日 315,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7465
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

ヤクスギランド個人用チケット作
製代　　　　　　　　　　　　　　
1,000冊

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年2月23日 409,500
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7466
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

ヤクスギランド団体用チケット作
製代　　　　　　　　　　　　　　
1,200冊

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年3月15日 441,000
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7467
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

白谷雲水峡リーフレット作製代　　
　110,000部

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年3月7日 912,450
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7468
渕上印刷（株）
（鹿児島市樋之口町６－６）

ヤクスギランドリーフレット作製
代　　　　　　　　　　　　　　
120,000部

支出負担行為担当官　　　　　　　
　屋久島森林管理署長　　　　　　
　　安室　正彦　　　　　　　　　
　　　（鹿児島県熊毛郡屋久町安
房166-5）

平成18年3月17日 970,200
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7469
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　（６４９時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年7月29日 1,025,420
高度な知識等が必要であり、契約履行可能者が特定
の者に限定されるものであり、会計法第２９条の３
第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7470
（資）ひさやす
（那覇市西１－１２－６）

物件賃貸借契約　　　　　　　　　
　　　　（１２４，２ｍ２）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月1日 1,488,000
当宿舎は、当署職員用として借り上げるもので、地
理的条件等から特定の者に限定され競争を許さない
ことから会計法２９条の３第４項に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの



7471
（資）松下駐車場
（那覇市久米２－１７－１０）

物件賃貸借契約　　　　　　　　　
　　　　（４５ｍ２）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月1日 1,224,720
当署には当署所有の駐車場がないため、利便性から
して特定の者に限定され競争を許さないことから、
会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7472
（有）明星
（那覇市久米２－５－５）

物件賃貸借契約　　　　　　　　　
　　　　（２８４．６ｍ３）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月1日 7,560,000
当庁舎は、復帰後借り上げにより運営しており、競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

7473
沖縄北部森林組合
（名護市字宇茂佐９１３－２）

造林請負事業（松くい虫被害木駆
除）　　　　　　　　　　　　　　
１３３．０３m3

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成18年2月24日 1,753,500
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7474
昭和（株）沖縄支社
（浦添市牧港５－６－２）

公文書の電子ファイル化及び印刷
業務請負事業（３,５５６枚）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成18年1月13日 1,194,065

本事業は、機密の保持・特殊な技術・機器及び設備
を必要とするもので、特定の者でなければ納入でき
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7475
国頭村森林組合
（沖縄県国頭郡国頭村字与那１２
５８）

造林請負事業（除伐）　　　　　　
　　　　　　５．４２ＨＡ

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年11月24日 1,531,950
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7476
久高將和
（沖縄県国頭郡国頭村字辺土名２
７２）

希少野生動植物種保護管理委託事
業（９５日）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月15日 1,097,250
本事業は、豊富な経験と専門的な知識を必要とし競
争を許さないため、会計法第２９条の３第４項に該
当するため

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7477
西表野生生物協会
（沖縄県八重山郡竹富町字上原５
２８）

希少野生動植物種保護管理委託事
業（１３０日）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月15日 1,561,560
本事業は、豊富な経験と専門的な知識を必要とし競
争を許さないため、会計法第２９条の３第４項に該
当するため

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7478
沖縄北部森林組合
（名護市字宇茂佐９１３－２）

平良治山請負事業（除伐）　　　　
　　　　　　　　　　　　４．２
６ＨＡ

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年9月2日 1,311,450
事業経営上の特別の必要に基づき行うものであり予
決令第９９条第２３号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7479
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　（５７６時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年4月22日 910,080
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7480
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　（３８４時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成17年11月29日 606,720
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7481
（株）森和
（熊本市京町本丁5番27号）

事務委託　　　　　　　　　　　　
　　　　（４０１時間）

分任支出負担行為担当官　　　　　
　　沖縄森林管理署長　　山口輝
文　　　（那覇市久米２－５－
７）

平成18年1月30日 633,580
少額随意契約であり会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条第７号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7482
（社）日本海事検定協会
（東京都中央区八丁堀一丁目9番7
号）

平成１７年度遠洋漁業管理調査委
託業務一式のうち公海漁業等情報
収集・解析事業（まぐろ漁業管理
費のうち水揚げ量検査分）

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

平成17年4月1日 7,654,000

　本事業については、国際取り決めが適正に遵守さ
れているかについて漁業者からの届出数量と実際の
漁獲物とを検証するものであり、全国の主要漁港に
おいて漁獲物の検定・検量を行える機関である等の
専門性、特殊性を有するために競争を許さないた
め。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7483
（株）キュービック・アイ
（東京都品川区西五反田二丁目15
番9号）

平成１７年度遠洋漁業管理調査委
託業務一式のうち
公海漁業等情報収集・解析（遠洋
底びき網漁業管理費のうち、衛星
を利用した操業船位置情報収集
等）

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

平成17年4月1日 15,058,000

　本事業については、地域漁業管理機関等において
資源管理が行われている底魚類を漁獲対象とする遠
洋底びき網漁船の操業位置を衛星通信を介しリアル
タイムで収集・解析することを目的としており、そ
の実施は、当該船が操業位置報告に採用しているア
ルゴスシステムを管理・運用し、その情報を適切に
収集できる者が行う必要がある。本受託事業者は、
フランスのアルゴス社の唯一の日本代理店であり、
また、従前から本事業により当該船の操業位置デー
タの収集を行ってきた経緯から、条約機関に提出す
る操業船の位置情報の収集能力については十分な実
績を持ち、事業目的を達成できる唯一の団体であり
競争を許さないため。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7484
日本電子計算（株）
（東京都中央区日本橋茅場町1丁
目8番1号）

平成１７年度遠洋漁業管理調査委
託業務一式のうち
公海漁業等情報収集・解析（遠洋
底びき網漁業管理費のうち、漁業
情報の情報収集・解析）

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

平成17年4月1日 5,394,000

　本事業については、地域漁業管理機関等において
資源管理が行われている底魚類を漁獲対象とする遠
洋底びき網漁業の操業位置、漁獲データ等を適切に
収集・解析し、その情報を当該機関等に報告するこ
とを目的としており、その実施は、情報処理技術に
知見を有し、さらに、当該魚種及びその分布を正確
に理解し、また、上記報告に対し、これまで蓄積し
た情報・システムについて継続性のある管理・運用
等を行える者である必要がある。本受託事業者は、
長年に渡り本事業を始めとする遠洋底びき網漁獲
データの解析処理を一手に行ってきた実績があり、
当該処理に関するノウハウも十分蓄積されており、
事業目的を達成できる唯一の団体であり競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7485
全国内水面漁業協同組合連合会
（東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビ
ル）

平成１７年度健全な内水面生態系
復元等推進委託業務一式

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

平成17年4月1日 33,457,000

本事業については、全国各地の内水面漁協が行って
いる種苗放流の実態等を踏まえつつ、内水面生態系
の保全・再生に配慮した渓流魚の放流技術の開発や
外来魚・カワウ等による食害の影響調査・防止技術
の開発を行うもので、全国的な実施能力及び情報収
集能力を必要とする。その条件を満たすのは、全国
の内水面漁業者及び養殖漁業者の大部分が会員と
なっている唯一の団体である全国内水面漁業協同組
合連合会以外には無く、競争を許さないため。　　　
　　　　　　　　（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7486
山口県知事
（山口市滝町1-1）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年4月28日 1,414,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7487
徳島県知事
（徳島市万代町1丁目1番地）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年4月28日 1,414,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7488
兵庫県知事
（神戸市中央区下山手通5丁目10
番1号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年4月28日 1,971,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7489
大分県知事
（大分市大手町3丁目1番1号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月11日 1,414,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7490
香川県知事
（高松市番町4丁目1-10）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月11日 2,057,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないことから会計法第２９条の
３第４項に該当するため。

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7491
長崎県知事
（長崎市江戸町2番13号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月11日 2,310,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7492
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10番1号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月11日 4,218,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7493
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月13日 1,110,000

　 本事業は、ＤＮＡ増幅を用いた好感度で定量的
な赤潮プランクトンの分子同定法の開発を行い、現
場試料に応用可能な赤潮のモニタリング技術確立を
目的としており、種特異的なＤＮＡの配列を明らか
にし、定量的なＤＮＡ増幅法を確立するためには専
門的で高度な技術を必要とする。当該大学は、本事
業において平成１６年までに定量的なＤＮＡ増幅の
ために必要なプランクトンのＤＮＡ抽出方法を明ら
かにし、目標に向けた成果を着実に得ているところ
である。
　 事業の目的を達するためには、当該大学がこれ
まで蓄積してきたデータや開発してきた技術が必要
不可欠であり、これらを用いることにより効率的か
つ効果的な成果を得ることができるものであり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7494
国立大学法人広島大学
（東広島市鏡山1-3-2）

平成１７年度漁場環境の化学物質
リスク対策推進委託業務一式

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

平成17年5月13日 1,550,000

　本事業は、内分泌かく乱物質による海産生物への
影響評価手法の開発のため、試験対象生物（海産
魚）を用いた実験等を行っている。事業の実施にあ
たっては、対象生物の一定条件下での継続的飼育技
術や対象生物の基礎的知見、影響評価に利用できる
現象等について客観的判断のための知見集積が重要
である。さらに、試験対象魚の代謝系に関する専門
的な知見、トリブチルスズやエチニルエストラジ
オールの組織への影響等の豊富な知見が必要不可欠
である。
　当該大学は、水産生物における脂質代謝の研究を
推進し、吸収、生合成、分解など脂質代謝および微
量脂質成分の生物体内における機能の解明について
多くの知見集積し、脂質と類似の成分であるステロ
イドホルモンについても研究実績がある。また、過
去に海産性魚類についてのステロイドホルモン代謝
系への影響や内分泌かく乱物質に関する毒性試験法
の開発に携わった実績があり、影響判別に必要な知
見を有している。以上のことから競争をゆるさない
ため。　　　　　　（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7495
国立大学法人京都大学
（京都市左京区吉田本町）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月13日 2,178,000

　 本事業は、ケイ藻赤潮が増殖しにくく、色落ち
等の被害影響を及ぼしにくい環境条件を明らかに
し、望ましい漁場環境とその保全を目的としてお
り、現場におけるケイ藻類休眠期細胞の分布やケイ
藻赤潮の整理・生態特性を解明するためには専門的
で高度な技術を必要とする。当該大学は、本事業に
おいて平成１６年までに、有明海の底泥中のケイ藻
休眠期細胞の密度、構成比率を明らかにし、目標に
向けた成果を着実に得ているところである。
　事業の目的を達するためには、当該大学がこれま
で蓄積してきたデータや開発してきた技術が必要不
可欠であり、これらを用いることにより効率的かつ
効果的な成果を得ることができるものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7496
佐賀県知事
（佐賀市城内1丁目1番59号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月13日 2,310,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7497
広島県知事
（広島市中区基町10-52）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月13日 2,057,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7498
三重県知事
（津市広明町13番地）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月13日 1,677,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7499
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7番7号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月23日 3,724,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7500
熊本県知事
（熊本市水前寺6丁目18番1号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月23日 4,376,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7501
岡山県知事
（岡山市内山下2丁目4番6号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり事業
委託業務一式

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

平成17年5月23日 2,057,000

当該の県は、赤潮の発生及び被害が比較的多く、各
県の水試等は海洋観測等の設備と、赤潮生物や各地
先海面の特性に精通した技術者を有する機関となっ
ており、当事業の実施に十分な能力を有している。
また、赤潮の発生動向を正確かつ迅速に把握するた
めには、県ごとに海域を細分化し綿密に調査するこ
とが必要であるが、それぞれの県沿岸で赤潮発生動
向を調査する能力を有している機関は当該県以外に
はなく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7502
（株）水土舎
（川崎市多摩区生田八丁目-11番
11号）

平成１７年度水産業・漁村の多面
的機能普及啓発推進委託業務一式

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

平成17年5月31日 20,700,000

本事業については、その内容が水産業・漁村の多面
的機能の普及・啓発であることから、事業者は、多
面的機能について深い知見を有している必要があ
る。具体的には、藻場・干潟、漁場環境、生態系、
物資循環や漁村経済、文化等に関して長期間の研究
実績・知見を総合的に有していなければならない。
　当事業者は、これまで多面的機能に関する調査を
多く行ってきており、多面的機能に関する知見、
データの蓄積がある数少ない機関であり、多面的機
能の調査・研究における第一人者である。また、こ
れまでの調査・研究を通じて全国の漁連・漁協・水
試などに人的繋がりがあり、これらと連携した効
果・効率的な普及・啓発イベントを行うための高い
能力を有している。
　以上のことから、当機関の持っているノウハウを
他者が取得しようとした場合相当の期間及び経費を
必要とすることから、当該団体が、本事業を効果的
かつ効率的に実施できる唯一の団体であり競争を許
さないため。(会計法第２９条の３第4項)

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7503
国立大学法人東北大学大学院
（仙台市青葉区片平二丁目1番1
号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり委託
業務一式

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

平成17年6月1日 2,178,000

　本事業は、ノリの色落ち原因とされるケイ藻赤潮
が他生物に与える物質を生産しているかどうかを検
索することを目的としており、大量のケイ藻培養技
術、化学構造の決定や高度で専門的な分析・解析能
力を必要とする。当該大学は、本事業において平成
１６年までにヒドロキシ基をもつ物質が活性の発現
に関わっている可能性を見いだし、目標に向けた成
果を着実に得ているところである。
　事業の目的を達成するためには、当該大学がこれ
まで蓄積してきたデータや開発してきた技術が必要
不可欠であり、これらを用いることにより効率的か
つ効果的な成果を得ることが出来るものであり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7504
神奈川県知事
（横浜市中区日本大通り1）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式
（人工リーフ等海岸構造物の藻場
造成効果と波浪条件の解明他１継
続課題）

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

平成17年6月8日 13,000,000

本調査他１課題を実施するためには、①藻場造成に
関する知見を有していること、②調査結果を水産基
盤整備事業に生かすためのノウハウを持っているこ
と、③人工リーフに藻場が形成されている場所の環
境データーの蓄積を有していることが必要であると
ともに、昨年度から本調査について当該機関で実施
しており、そのデータを活用する必要がある。以上
のことから、神奈川県以外に本調査を効率的かつ効
果的に実施できる能力を有している機関が無いの
で、競争を許さないため。(会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7505
愛知県知事
（名古屋市中区三の丸3-1-2）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式
（アサリ微小稚貝保護育成手法の
高度化継続課題）　　　　　　
（人工干潟の地盤の硬直化の生物
生産機能の影響及び対策のための
技術開発調査他１新規課題）

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

平成17年6月23日 10,500,000

（アサリ微小稚貝保護育成手法の高度化継続課題）
本調査他１課題を実施するためには、①過去のアサ
リ漁場に関する環境データーの蓄積があること、②
アサリに関する生態的な知見が蓄積があることが必
要であるとともに、昨年度以前から本調査について
で実施しており、そのデータ及びデーターの分析結
果を活用する必要がある。以上のことから、本知見
を有するともに本調査を実施している実績がある愛
知県以外に本調査を効率的かつ効果的に実施できる
能力を有している機関が無いので、競争を許さない
ため。　　　　　　　　　　（人工干潟の地盤の硬
直化の生物生産機能の影響及び対策のための技術開
発調査他１新規課題　新規課題）　　　　　　　　　
　　　　　　　　　本調査を実施するためには、①
干潟の専門かつ総合的な知見を有していること②水
産基盤整備事業に関する知見③過去にわたる干潟の
環境のデーターの蓄積があることが必要であり、こ
れらの能力を有する機関を検討した結果、愛知県以
外に本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を
有している機関が無いので、競争を許さないため。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7506
青森県知事
（青森市長島一丁目1番1号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式
（魚礁蝟集魚定量化試験継続課
題）

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

平成17年6月24日 4,000,000

本調査を実施するためには、①漁場の効果把握に関
する専門的な知見を有していること、②高層魚礁設
置海域のデーターを有していることが必要であると
ともに、昨年度から本調査について青森県が実施し
ており、そのデータを活用する必要がある。以上の
ことから、青森県以外に本調査を効率的かつ効果的
に実施できる能力を有している機関が無いので、競
争を許さないため。(会計法２９条の３第４項)

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7507
和歌山県知事
（和歌山市小松原通一丁目1番
地）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（田辺湾におけるアマ
モ場・干潟の基礎的機能解明調査
継続課題）

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

平成17年7月1日 3,000,000

本調査を実施するためには、
①アマモ場・干潟に関する基礎的な知識、
②全国でも有数なアマモ場・干潟の環境データーの
蓄積、
③水産基盤整備事業に関する総合的な知見を有して
いることが必要であるとともに、昨年度から本調査
について当該機関で実施しており、そのデータ及び
分析結果を本年度調査においても活用する必要があ
る。以上のことから本知見を有する和歌山県以外に
本調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有し
ている機関がないので、競争を許さないため。(会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7508
静岡県知事
（静岡市葵区追手町9番6号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（底質の安定が微小稚
貝の着定促進と生存に及ぼす影響
調査継続課題）

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

平成17年7月4日 1,500,000

（底質の安定が微小稚貝の着定促進と生存に及ぼす
影響調査）
本調査を実施するためには、①アサリに関する生態
的な知見、②優良なアサリ漁場の環境等のデータ、
③水産基盤整備事業に関する総合的な知見を有して
いることが必要であるとともに、昨年度以前から本
調査について当該機関で実施しており、そのデータ
及び分析結果を本年度の調査においても活用する必
要がある。以上のことから、本知見を有する静岡県
以外に、本調査を効率的かつ効果的に実施できる能
力を有している機関がないので、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7509
国立大学法人九州大学
（福岡市東区六丁目10番1号）

平成１７年度川上から川下に至る
豊かで多様性のある海づくり委託
業務一式

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

平成17年7月4日 2,178,000

　本事業は、珪藻類の光合成・クロロフィル・増殖
特性など生理・生態に関するデータを収集し、赤潮
の発生や予察に資することを目的としており、珪藻
類の培養や現場、室内条件下で光強度、光合成、ク
ロロフィル、増殖等を把握するためには専門的で高
度な技術を必要とする。当該大学は、本事業におい
て平成１６年までに、珪藻類と全天日射量や水中光
強度との関係を調べ、ノリ養殖への影響が懸念され
る渦鞭毛藻の出現を把握し、目標に向けた成果を着
実に得ているところである。
　事業の目的を達成するためには、当該大学がこれ
まで蓄積してきたデータや開発してきた技術が必要
不可欠であり、これらを用いることにより効率的か
つ効果的な成果を得ることが出来るものであり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7510
愛媛県知事
（松山市一番町4-4-2）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月6日 5,900,000

　本事業のうち、環境保全型養殖普及推進事業の実
施地区は、海面養殖が盛んな地域で、養殖漁場に関
するデータが豊富であり、調査等を実施する際の指
導体制が整っている地区であるとともに、漁場改善
計画「策定前」「策定後」のデータの比較、外海性
又は内海性の海域特性を有する必要がある。また、
環境負荷低減技術開発事業のうち環境負荷低減型配
合飼料開発は、開発する配合飼料の効果を確認する
ため、養殖実態にあった配合餌料飼育試験を実施す
るが、これは魚類養殖が行われている水域で実施す
る必要があり、かつ魚類養殖試験を的確に実施でき
る技術・知見等を有する者が行う必要がある。
　当該県は、それらの条件を満たす数少ない県であ
るとともに、本事業対象魚種の主産県であり豊富な
知見を有する。また本事業は平成１５年度からの継
続事業であることから前年度実施県である当該県に
行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保で
き、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7511
島根県知事
（松江市殿町1番地）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（間伐材を活用した魚
礁の効果に関する研究継続課題）

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

平成17年7月7日 2,000,000

（間伐材を活用した魚礁の効果に関する研究）本調
査を実施するためには、①間伐材魚礁に関する知
見、②魚礁の効果把握に関する知見、③水産基盤整
備事業に関する総合的な知見を有していることが必
要であるとともに、昨年度以前から本調査について
当該機関で実施しており、そのデータ及び分析結果
を本年度についても活用する必要がある。以上のこ
とから、本知見を有する島根県以外に、本調査を効
率的かつ効果的に実施できる能力を有している機関
がないので、競争を許さないため。(会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7512
福岡県知事
（福岡市博多区東公園7番7号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（豊前海アサリ漁場に
おける投石・杭打ちよる底質安定
手法の開発他１継続課題）

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

平成17年7月14日 9,300,000

（豊前海アサリ漁場における投石・杭打ちによる底
質安定手法の開発他１調査）本調査を実施するため
には、①アサリの生態に関する知見、②アサリ漁場
の環境データーの蓄積、③水産基盤整備事業に関す
る総合的な知見を有していることが必要であるとと
もに、昨年度以前から本調査について当該機関で実
施しており、そのデータ及び分析結果を本年度につ
いても活用する必要がある。以上のことから、本知
見を有する福岡県以外に、本調査を効率的かつ効果
的に実施できる能力を有している機関がないので、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7513
和歌山県知事
（和歌山市小松原通り1-1）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 8,250,000

　本事業のうち、環境保全型養殖普及推進事業の実
施地区は、海面養殖が盛んな地域で、養殖漁場に関
するデータが豊富であり、調査等を実施する際の指
導体制が整っている地区であるとともに、漁場改善
計画「策定前」「策定後」のデータの比較、外海性
又は内海性の海域特性を有する必要がある。環境負
荷低減技術開発事業のうち環境負荷低減型配合飼料
開発は、開発する配合飼料の効果を確認するため、
養殖実態にあった配合餌料飼育試験を実施するが、
これは魚類養殖が行われている水域で実施する必要
があり、かつ魚類養殖試験を的確に実施できる技
術・知見等を有する者が行う必要がある。環境負荷
低減技術開発事業のうち複合養殖実証試験は汚濁負
荷減少効果を確認するためには、給餌養殖（魚類養
殖）の現場において実証試験を実施する必要があ
り、給餌養殖と無給餌養殖の両試験を的確に実施で
きる技術・知見等を有する者が行う必要がある。
　当該県は、それらの条件を満たす数少ない県であ
るとともに、本事業対象魚種の主産県であり豊富な
知見を有する。また本事業は平成１５年度からの継
続事業であることから前年度実施県である当該県に
行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保で
き、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7514
熊本県知事
（熊本市水前寺6-18-1）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 3,500,000

　本事業のうち、環境負荷低減型配合飼料開発は、
開発する配合飼料の効果を確認するため、養殖実態
にあった配合餌料飼育試験を実施するが、これは魚
類養殖が行われている水域で実施する必要があり、
かつ魚類養殖試験を的確に実施できる技術・知見等
を有する者が行う必要がある。また、複合養殖実証
試験は汚濁負荷減少効果を確認するためには、給餌
養殖（魚類養殖）の現場において実証試験を実施す
る必要があり、給餌養殖と無給餌養殖の両試験を的
確に実施できる技術・知見等を有する者が行う必要
がある。
　当該県は、それらの条件を満たす数少ない県であ
るとともに、本事業対象魚種の主産県であり豊富な
知見を有する。また本事業は平成１５年度からの継
続事業であることから前年度実施県である当該県に
行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保で
き、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7515
国立大学法人高知大学
（高知市曙町2-5-1）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 3,237,000

　水系への汚濁負荷（窒素・リン）を極力抑制する
配合飼料を開発するにあたり、魚類の成長を妨げな
い窒素・リンの最低限要求量を検討する必要がある
ため、餌料の栄養素吸収率等についての科学的・専
門的知識を有し、かつ様々な条件で分析するための
基礎的な実験を的確に実施できる技術・知見等を有
する者が行う必要がある。
　当該団体は、それらの条件を満たす数少ない団体
であるとともに、本事業は平成１５年度からの継続
事業であることから前年度実施団体である当該団体
に行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保
でき、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7516
大分県知事
（大分市大手町3-1-1）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 8,353,000

　本事業のうち、環境保全型養殖普及推進事業の実
施地区は、海面養殖が盛んな地域で、養殖漁場に関
するデータが豊富であり、調査等を実施する際の指
導体制が整っている地区であるとともに、漁場改善
計画「策定前」「策定後」のデータの比較、外海性
又は内海性の海域特性を有する必要がある。環境負
荷低減技術開発事業のうち環境負荷低減型配合飼料
開発は、開発する配合飼料の効果を確認するため、
養殖実態にあった配合餌料飼育試験を実施するが、
これは魚類養殖が行われている水域で実施する必要
があり、かつ魚類養殖試験を的確に実施できる技
術・知見等を有する者が行う必要がある。環境負荷
低減技術開発事業のうち複合養殖実証試験は、汚濁
負荷減少効果を確認するためには、給餌養殖（魚類
養殖）の現場において実証試験を実施する必要があ
り、給餌養殖と無給餌養殖の両試験を的確に実施で
きる技術・知見等を有する者が行う必要がある。
　当該県は、それらの条件を満たす数少ない県であ
るとともに、本事業対象魚種の主産県であり豊富な
知見を有する。また本事業は平成１５年度からの継
続事業であることから前年度実施県である当該県に
行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保で
き、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7517
鹿児島県知事
（鹿児島市鴨池新町10-1）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 2,310,000

　開発する配合飼料の効果を確認するため、養殖実
態にあった配合餌料飼育試験を実施するが、これは
魚類養殖が行われている水域で実施する必要があ
り、かつ魚類養殖試験を的確に実施できる技術・知
見等を有する者が行う必要がある。
　当該県は、それらの条件を満たす数少ない県であ
るとともに、本事業対象魚種の主産県であり豊富な
知見を有する。また本事業は平成１５年度からの継
続事業であることから前年度実施県である当該県に
行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保で
き、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7518
全国漁業協同組合連合会
（東京都千代田区内神田1-1-12）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 18,775,000

　ノリの色落ちなどにより利用されていない養殖海
藻類の再利用技術を開発するためには、全国のノリ
養殖実態に精通し、かつ色落ちノリに関する情報収
集体制が整っている者が、現場の実態に即した調査
及び研究開発を行う必要がある。これらの条件を満
たす者が実施しなければ、情報及び考察、研究開発
の充実は図れず、現場に反映させられる成果は期待
できない。さらに、再利用技術の検討実績を持つ者
があれば、事業成果の早期発現及び内容充実の観点
から、その者が行うのが望ましく、時間的・経費的
な節減が図られる利点がある。
　当該団体は、それらの条件を満たす数少ない団体
であるとともに、本事業は平成１５年度からの継続
事業であることから前年度実施団体である当該団体
に行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保
でき、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7519
国立大学法人東京海洋大学
（東京都港区港南4丁目5番7号）

平成１７年度養殖水産物ブラン
ド・ニッポン推進対策委託業務一
式

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

平成17年7月15日 4,309,000

　水系への汚濁負荷（窒素・リン）を極力抑制する
配合飼料を開発するにあたり、魚類の成長を妨げな
い窒素・リンの最低限要求量を検討する必要がある
ため、餌料の栄養素吸収率等についての科学的・専
門的知識を有し、かつ様々な条件で分析するための
基礎的な実験を的確に実施できる技術・知見等を有
する者が行う必要がある。
　当該団体は、それらの条件を満たす数少ない団体
であるとともに、本事業は平成１５年度からの継続
事業であることから前年度実施団体である当該団体
に行わせた場合、円滑かつ適切な事業の実施が確保
でき、上記条件を満たす唯一の機関であるから競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7520
長崎県知事
（長崎市江戸町2番13号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（アサリ資源回復のた
めの干潟環境条件解明調査継続課
題）

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

平成17年7月15日 2,801,000

（アサリ資源回復のための干潟環境条件解明調査）
本調査を実施するためには、①アサリの生態に関す
る知見、②アサリ漁場の環境データーの蓄積、③水
産基盤整備事業に関する総合的な知見を有している
ことが必要であるとともに、昨年度以前から本調査
について当該機関で実施しており、そのデータ及び
分析結果を本年度についても活用する必要がある。
以上のことから、本知見を有する長崎県以外に、本
調査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有して
いる機関がないので、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7521
山口県知事
（山口市滝町1番1号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（広域アサリ漁場整備
開発海況調査新規課題）

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

平成17年7月22日 1,500,000

（広域アサリ漁場整備開発のための海況調査）　本
調査は、①山口県海域におけるアサリの生態に関す
る知見、②水産基盤整備事業に関する知見が必要で
あり、これらの能力を有する機関を検討した結果、
山口県以外に本調査を効率的かつ効果的に実施でき
る能力を有している機関が無いので、競争を許さな
いため。　　　（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7522
大分県知事
（大分市大手町3丁目1番1号）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（豊前海広域アサリ漁
場整備開発海況調査新規課題）

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

平成17年7月22日 1,500,000

（豊前海広域アサリ漁場整備開発のための海況調
査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本
調査は、①大分県海域におけるアサリの生態に関す
る知見、②水産基盤整備事業に関する知見が必要で
あり、これらの能力を有する機関を検討した結果、
大分県以外に本調査を効率的かつ効果的に実施でき
る能力を有している機関が無いので、競争を許さな
いため。　　　　　　　　　　　（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7523
千葉県知事
（千葉市中央区市場町1-1）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（支柱柵施設によるア
サリ減耗改善調査他１継続課題）

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

平成17年7月22日 13,500,000

（支柱柵施設によるアサリ減耗改善調査他１調査）
本調査を実施するためには、①アサリの生態に関す
る知見、②アサリ漁場の環境データの蓄積、③水産
基盤整備事業に関する総合的な知見を有しているこ
とが必要であるとともに、昨年度以前から本調査に
ついて当該機関で実施しており、そのデータ及び分
析結果を本年度についても活用する必要がある。以
上のことから、本知見を有する千葉県以外に、本調
査を効率的かつ効果的に実施できる能力を有してい
る機関がないので、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7524
北海道知事
（札幌市中央区北3条西6丁目）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（ウニの増殖施設の造
成・改良に向けた評価手法の開発
継続課題）

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

平成17年8月2日 5,000,000

本調査を実施するためには、
①ウニのコンブ等の摂食活動に関する知見の蓄積②
エゾバフンウニの試験増殖場等の設置可能な海域の
環境データーの蓄積、③水産基盤整備事業に関する
総合的な知見を有していることが必要であるととも
に、昨年度から本調査について当該機関で実施して
おり、そのデーター及び分析結果を本年度調査にお
いても活用する必要がある。以上のことから本知見
を有する北海道以外に本調査を効率的かつ効果的に
実施できる能力を有している機関がないので、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7525
三重県知事
（津市広明町13番地）

平成１７年度水産基盤整備調査委
託業務一式（海底耕耘による底質
変化が稚貝の生残、成長に及ぼす
影響調査継続課題）

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

平成17年8月5日 1,500,000

本調査を実施するためには、
①アサリに関する生態的な知見、②優良なアサリ漁
場の環境等のデータ、③海底耕耘事業によるアサリ
漁場改善の計画④水産基盤整備事業に関する総合的
な知見を有していることが必要であるとともに、昨
年度以前から本調査について当該機関で実施してお
り、そのデータ及び分析結果を本年度の調査におい
ても活用する必要がある。以上のことから、本知見
を有する三重県以外に、本調査を効率的かつ効果的
に実施できる能力を有している機関がないので、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7526
全国漁業協同組合連合会
（東京都千代田区内神田一丁目1
番12号）

平成１７年度水産物流通グローバ
ル化対策委託事業

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

平成17年8月24日 8,511,000

　本事業は水産物の持続的利用と貿易の関係、漁
業・漁村の重要性に関する研究の実施及びこれらに
関するシンポジウムの開催及びパンフレットの作成
を行う他、漁業補助金が、漁業及び水産物貿易に与
える影響等の調査及び分析を行うものである。委託
先である全国漁業協同組合連合会は、全国の漁業協
同組合を傘下にもつ、我が国最大の漁業者団体であ
る。当該団体は、各地の漁業・漁村の実態に精通し
ており、また、全国水産物輸入対策協議会（各種の
漁業者団体から構成）の事務局を務めていることか
ら、水産物貿易の事情に詳しい。さらに国際協同組
合同盟（ICA）にも加盟（ICA漁業委員会委員長は当
該団体の会長）しているため、他国の水産事情につ
いても情報を有している。これらのことから、当該
団体は、本事業を最も効果的かつ効率的に行う能力
を有し、事業目的を達成できる唯一の団体であるこ
とから競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7527
全国漁業調査取締船事業協同組合
（東京都港区赤坂1丁目2番1号）

平成１７年度漁業取締船乗組員捜
査能力向上促進委託業務一式

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

平成17年8月30日 18,168,000

　本事業の実施については、船舶及び気象海況等に
関する知識以外にも漁業取締りに関する高度の知識
が必要であり、また、本事業の成果は主として外国
漁船に対し発揮されるものであることから、その対
応如何によっては国際問題にも発展しかねない。ま
た、漁業取締用船は、韓国、中国、台湾等の外国漁
船等の違反漁船に対する犯罪捜査を行う特殊な業務
を行っており、水産庁の漁業取締体制に実質的に組
み込まれ、漁業取締実態に精通しているが、これら
船舶を運航する会社は、全国漁業調査取締船事業協
同組合の組合員であり、同乗組員に対して適切な指
示を行うことができ、また、捜査に関する守秘義務
を負う団体は全国漁業調査取締船事業協同組合以外
になく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり ―
１７年度限
り

7528
アミタ（株）
（東京都千代田区三番町28番地）

平成１７年度水産物流通グローバ
ル化対策委託業務一式

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

平成17年10月6日 8,218,000

本事業は、貿易自由化が漁村地域経済及び漁業資源
に与える影響を計量的に分析・評価するものであ
る。アミタ（株）には、昨年本委託事業において、
漁業補助金が漁業生産に及ぼす影響を計量的に分
析・評価する事業を依頼したＵＦＪ総研の有路博士
を中心とする研究グループが移籍している。昨年の
同博士グループの成果は、ＯＥＣＤの水産委員会で
発表し、議論に貢献したところである。また、同博
士は水産物貿易に関するシミュレーション（需給モ
デルによる計量経済分析）、及び水産物に関する計
量経済分析の技術及び実績について国内では最も高
い評価を受けている研究者であり、理論経済、水産
経済に関する学会で高く評価されている。有路博士
は多くの水産物需給シミュレーションの事業を手掛
け、自治体の水産物に関する計量経済分析や民間の
基準認証を行っている。以上により、本事業を最も
効果的かつ効率的に行う能力者を有する唯一の団体
と考えられることから、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7529
（財）交流協会
（東京都港区六本木3-16-33）

平成１７年度水産物流通グローバ
ル化対策委託業務一式

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

平成17年10月11日 1,159,000

本事業は、我が国と同様の漁業国である台湾の漁業
補助金の実態を分析するものである。委託先である
（財）交流協会は、１９７２年、台湾との様々な実
務処理を行うことを目的として設立された団体であ
り、事業の一環として、台湾との貿易・経済関係の
円滑な維持遂行のため必要な業務を行うこととして
いる。当協会は、台湾に事務局を持ち、台湾政府及
び研究機関、学者、業界団体等に太いパイプを有す
る唯一の機関である。以上のことから、当該団体
は、当該事業の目的を達成できる唯一の団体であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１８年度契約は企画
競争を実施し、１９年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）

7530 水産庁船員詰所清掃等保守業務
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 1,701,700

当該施設の設備等を熟知している必要があり、国の
監督指導のもとに補助員として確実に履行できる者
でなければならないことから、過去に水産庁船舶職
員であったものに限定したため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）



7531 水産庁船員詰所清掃等保守業務
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 1,716,000

当該施設の設備等を熟知している必要があり、国の
監督指導のもとに補助員として確実に履行できる者
でなければならないことから、過去に水産庁船舶職
員であったものに限定したため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7532 水産庁船員詰所清掃等保守業務
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 1,716,000

当該施設の設備等を熟知している必要があり、国の
監督指導のもとに補助員として確実に履行できる者
でなければならないことから、過去に水産庁船舶職
員であったものに限定したため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7533
キャノン販売（株）
（東京都港区港南2-16-6）

デジタル複写機賃貸借及び保守業
務（単価）

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

平成17年4月1日 8,602,604

保守の対象となる機器の導入の際に競争入札により
落札した業者であり、保守についてもメーカーとし
て体制が整備されていることから競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（リース
期間満了時から）

保守料は単
価契約
＠１．１０
２５　ほか

7534
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

水産庁漁業調整事務所行政情報シ
ステム保守業務

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

平成17年4月1日 8,616,258

本業務は競争入札により相手方を決定したものであ
るが、本業務を履行するためにはシステムを熟知し
ている事が必要であることから、対象となるシステ
ムを導入した業者以外、迅速で適確な対応は不可能
であり競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7535
東京無線協同組合
（東京都杉並区高円寺北2-1-20）

一般乗用旅客自動車供給業務
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 10,861,190
旅客運送に係る契約であるため
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第８
号）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

7536
大和自動車交通（株）
（東京都中央区銀座1-9-7）

一般乗用旅客自動車供給業務
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 4,251,620
旅客運送に係る契約であるため
（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条第８
号）

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

7537
（社）日本海事検定協会
（東京都中央区八丁堀一丁目9番7
号）

清水漁港駐在官事務所事務室使用
料17/4/1～18/3/31

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

平成17年4月1日 882,000
当該地には、庁舎が所在しており、現状を踏まえる
と、本件に係る代替地は検討の余地がない　　　　　
　　（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

7538
芝浦船員保険診療所
（東京都港区芝浦1-11-18）

船舶職員の定期健康診断業務（単
価）

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

平成17年4月4日 3,050,058

船員の健康診断については、検査項目等が特殊でり
手続き等も特殊であることから、船員の健康診断を
主に行っている業者である必要があるが、希望する
履行場所にはその条件を満たす者がいないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

単価契約
＠２４１５　
ほか

7539
日本電気（株）
（東京都港区芝5-7-1）

水産庁漁業調整事務所ノーツシス
テム更新業務

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

平成17年11月1日 3,916,500

本業務は競争入札により相手方を決定したものであ
るが、本業務を履行するためにはシステムを熟知し
ている事が必要であることから、対象となるシステ
ムを導入した業者以外、迅速で適確な対応は不可能
であり競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7540
（社）共同通信社
（東京都港区東新橋1-7-1）

船舶向けニュース放送受信契約
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 2,135,700

船舶向けニュースの配信については、社団法人共同
通信社のみが行っており、他に配信を行える者がい
ないので、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

7541
（有）フィールドアップ
（東京都港区芝浦1-3-10）

船舶用品保管倉庫賃貸借
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 3,994,200

平成１６年度に一般競争により相手方を決定したも
のであるが、保管場所を変更した場合、搬出費等が
発生し、負担額増になることから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１９年度
から）

7542
全国漁業調査取締船事業協同組合
東京都港区赤坂１－９－１３

漁業取締船の用船契約
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 6,758,254,440

漁業取締業務を実施するための船舶、漁業取締業務
に関する経験及び取締実績を有しているのは、全国
漁業調査取締船事業協同組合の組合員会社又は共同
船舶株式会社が有する船舶以外には無く、競争を許
さないこと及び漁業取締に関する国の行為を秘密と
する必要があったので随意契約とした（会計法第29
条の3第4項、第5項）

見直しの余地あり

企画競争を実施（１９年度契約は企画
競争を実施し、２０年度以降、総合評
価による一般競争入札に移行できるか
検討）



7543
共同船舶株式会社
東京都中央区豊海町４－５

漁業取締船の用船契約
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年4月1日 152,392,258

漁業取締業務を実施するための船舶、漁業取締業務
に関する経験及び取締実績を有しているのは、全国
漁業調査取締船事業協同組合の組合員会社又は共同
船舶株式会社が有する船舶以外には無く、競争を許
さないこと及び漁業取締に関する国の行為を秘密と
する必要があったので随意契約とした（会計法第29
条の3第4項、第5項）

見直しの余地あり ― １７年度限り

7544
ユニバーサル造船（株）
（川崎市幸区大宮町1310）

照洋丸第２種、第３種中間検査及
び一般修繕工事並びに船体等改造
工事

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

平成17年4月8日 231,000,000

当該工事は、重量物であるＣＴＤ観測システム等の
移設を伴う大規模な船体改造を伴う工事であり、ま
た、運航計画の関係上、限られた期間内で施工する
必要があり、施工できる者は、照洋丸を建造しかつ
基本構造等に精通している左記業者以外に無く、競
争を許さないことから、会計法第２９条の３第４項
に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7545
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

重油沖縄地区６月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月20日 14,434,875
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（61,425
円）

7546
カメイ（株）東京支店
（東京都中央区日本橋室町2-3-
14）

重油北陸地区６月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月20日 3,213,000
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（53,550
円）

7547
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

軽油沖縄地区６月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年5月20日 6,872,250
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（62,475
円）

7548
（株）イーエムエス
（神戸市中央区多聞通3-2-9）

ＣＴＤアーマードーケーブル換装
工事（開洋丸）

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

平成17年6月1日 7,822,500

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7549
（株）カイジョーソニック東京支
店
（羽村市栄町3-1-5）

計量魚群探知機船底部換装工事
（開洋丸）

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

平成17年6月1日 15,855,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7550
マエカワヤンマー販売（株）
（東京都江東区枝川3-10-16）

主発電機用部品（開洋丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月1日 5,211,654

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7551
ワイ・エス・ケイ・システムズ
（株）
（神戸市兵庫区三川口町1-2-7）

機関燃焼解析装置取付工事（照洋
丸）

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

平成17年6月7日 4,255,650

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7552
ヤンマーエンジニアリング（株）
（東京都港区新橋1-1-1）

発電機関関係部品（照洋丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月8日 2,135,700

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7553
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

重油沖縄地区７月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年6月20日 7,371,000
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（61,425
円）

7554
菱洋産業（株）
（下関市長府浜浦南町10-1）

第２造水装置用ＲＯモジュール
（開洋丸）

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

平成17年7月1日 2,247,000

既存の造水装置との互換性が絶対条件であり、左記
契約業者以外に提供できる者がいないので、競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該
当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7555
ダイハツディーゼル東日本（株）
（東京都台東区東上野2-1-13）

主機関用部品（開洋丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
田原　文夫（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月5日 10,489,237

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7556
日本無線（株）
（東京都新宿区西新宿6-10-1）

レーダー換装工事（白嶺丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月19日 8,505,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7557
日本無線（株）
（東京都新宿区西新宿6-10-1）

レーダー換装工事（白竜丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月19日 8,925,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7558
日本無線（株）
（東京都新宿区西新宿6-10-1）

レーダー換装工事（東光丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月19日 7,350,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7559
日本無線（株）
（東京都新宿区西新宿6-10-1）

インマルサット換装工事（白嶺
丸）

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

平成17年7月19日 6,300,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7560
日本無線（株）
（東京都新宿区西新宿6-10-1）

インマルサット換装工事（白竜
丸）

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

平成17年7月19日 6,300,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7561
ヤンマーエンジニアリング（株）
（東京都港区新橋1-1-1）

主機関用部品（東光丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月21日 2,423,400

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7562
金子産業（株）
（長崎市鳴滝2-7-18）

軽油九州地区８月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月22日 8,869,875
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（57,225
円）

7563
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

重油沖縄地区８月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月22日 8,575,875
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（63,525
円）

7564
住友商事（株）
（東京都中央区晴海1-8-11）

軽油パペーテ８月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年7月22日 26,410,222
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（72,124
円）

7565
（株）ダイエイ
（東京都千代田区岩本町1-8-16）

温水ボイラ換装工事（白嶺丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月1日 3,071,250

当該工事の実施に当たっては、既存の場所への設置
が可能であること及び現存の配管及び付属機器を使
用できることが絶対条件であり、施工できる者は左
記契約業者以外には無く、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7566
東北ドック鉄工（株）
（塩釜市北浜4-14-1）

白竜丸第２種中間検査及び一般修
繕工事

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

平成17年8月3日 79,800,000
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

7567
新潟造船（株）
（新潟市入船町4-3776）

白嶺丸定期検査及び一般修繕工事
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月4日 69,300,000
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

7568
（株）シンワ
（東京都中央区築地6-5-9）

主機関用部品（白竜丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月5日 6,856,500

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7569
ダイハツディーゼル東日本（株）
（東京都台東区東上野2-1-13）

発電機関用部品（東光丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月8日 6,601,266

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7570
ヤンマーエンジニアリング（株）
（東京都港区新橋1-1-1）

主機関インタークーラーヒーター
追装部品（東光丸）

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

平成17年8月18日 14,907,900

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）



7571
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

重油沖縄地区９月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月19日 4,163,250
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（64,050
円）

7572
ユニバーサル造船（株）
（川崎市幸区大宮町1310）

レーダーシステム換装及び諸空中
線移設工事（照洋丸）

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

平成17年8月26日 51,450,000

本工事は船内の関連配線や各指示器の敷設を伴う大
規模な工事であり、航海計画の関係上限られた期間
内に施工しなければならず、施工できる者は、照洋
丸を建造しかつ船内構造及び船内配線に精通してい
る左記業者以外には無く、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7573
関東礦油エネルギー（株）
（東京都港区元赤坂1-1-8）

軽油マルデルプラタ９月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年8月30日 17,115,559
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（74,477
円）

7574
関東礦油エネルギー（株）
（東京都港区元赤坂1-1-8）

軽油ポンテ・デルガータ１２月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年11月22日 4,814,040
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（80,234
円）

7575
那の津エンジニアリング（株）
（福岡市中央区港3-1-65）

主機関部品（白鴎丸）
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年12月5日 5,185,073

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7576
那の津エンジニアリング（株）
（福岡市中央区港3-1-65）

発電機関及び減速機関部品（白萩
丸）

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

平成17年12月5日 9,905,877

本調達品の供給については、製造メーカーが指定す
る左記契約業者のみ行っており、競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7577
住友商事（株）
（東京都中央区晴海1-8-11）

軽油バーミューダ１月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年12月19日 7,445,429
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（93,083
円）

7578
旭日通産（株）中日本エリア
（東京都港区新橋5-13-5）

重油京浜地区１月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年12月19日 30,589,650
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（61,425
円）

7579
住友商事（株）
（東京都中央区晴海1-8-11）

軽油グアム１２月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成17年12月20日 26,662,950
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（105,844
円）

7580
カメイ（株）東京支店
（東京都中央区日本橋室町2-3-
14）

重油北陸地区２月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年1月23日 9,439,500
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（60,900
円）

7581
金子産業（株）
（長崎市鳴滝2-7-18）

重油九州地区２月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年1月23日 20,331,150
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（60,690
円）

7582
全国漁業調査取締船事業協同組合
東京都港区赤坂１－９－１３

漁業取締船の用船契約
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年1月31日 44,879,100

漁業取締業務を実施するための新規漁業取締用船を
公募し、審査の結果、全国漁業調査取締船事業協同
組合の組合員会社の提案が、提示した基準に最も合
致し、選定されたことから、競争を許さず、随意契
約とした（会計法第29条の3第4項）

その他

―
（引き続き企画競争を実施し、その
後、総合評価による一般競争入札に移
行できるか検討）

7583
金子産業（株）
（長崎市鳴滝2-7-18）

重油九州地区３月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月20日 54,265,680
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（62,160
円）

7584
（株）りゅうせき
（浦添市西洲2-2-3）

重油沖縄地区３月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月20日 5,502,000
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（68,775
円）



7585
北日本石油（株）東京支店
（東京都中央区日本橋小舟町12-
7）

重油北海道地区３月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月20日 7,160,475
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（62,265
円）

7586
カメイ（株）東京支店
（東京都中央区日本橋室町2-3-
14）

重油東北地区３月分
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月20日 19,364,415
競争入札に付したが、落札者が無かったことから、
予算決算及び会計令第９９条の２に該当するため

その他
―
（引き続き競争入札を実施）

単価契約
（62,265
円）

7587
ドコモ・センツウ（株）首都圏支
店
（東京都港区海岸1-9-15）

漁業取締船用衛星船舶電話
支出負担行為担当官　水産庁長官　
小林　芳雄（東京都千代田区霞が
関１－２－１）

平成18年2月22日 31,311,000

我が国２００海里水域内を通信エリアとした衛星船
舶電話機器の販売、通信サービスの提供を行ってい
るのは、左記契約業者のみであり、同社以外には提
供できる者がいなく、競争を許さないことから、会
計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

7588
日本無線株式会社
東京都新宿区西新宿６－１０－１

ＶＭＳ搭載漁船取締実証事業用電子
海図作成

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

平成18年3月13日 8,977,500
当該業務を履行できる者は左記契約相手方以外には
存在せず、競争を許さないことから、会計法第２９条の
３第４項に該当するため

見直しの余地あり ― １７年度限り

7589
（株）カイジョーソニック東京支
店
（東京都千代田区神田錦町1-19）

計量魚群探知機魚種識別装置取付
工事（開洋丸）

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

平成18年3月22日 9,975,000

本工事の施工に当たっては、既存の装置との互換性
が絶対条件であり、施工できる業者は左記業者以外
には無く、競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）(１８年度
から）

7590
全国漁業共済組合連合会
（東京都千代田区内神田1-1-12）

平成１7年度漁業共済業務実績集
計業務委託業務一式

支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月28日 24,151,000

本事業は、今後の漁業共済制度の健全かつ円滑な運
営のため、漁業共済事業に係るデータを集計するも
ので、高度の専門的知識、秘匿性及び特殊性を有す
る。また、全ての個別の共済契約に関する詳細デー
タを専門的な知見から集計する必要があるため、漁
業共済制度を熟知し、すべてのデータを掌握してい
る全国漁業共済組合連合会が本事業を実施できる唯
一の団体であることから、契約の性質又は目的が競
争を許さないものとして会計法第２９条の３第４項
の規定に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7591
漁船保険中央会
（東京都千代田区内幸町1-2-2）

平成１７年度漁船船主責任保険実
績集計委託事業

支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月28日 6,347,000

本事業は、漁船船主責任保険事業等及び同再保険事
業の確立と推進のため、その引受及び支払実績につ
き統計表及び概況表の作成を目的とするもので、詳
細かつ多大な資料から作成されることから専門的知
見及び解析の高度性が要求される。また、四半期毎
の迅速な報告が必要である。漁船保険中央会は漁船
損害等補償法に基づき漁船保険事業等の健全な発達
を図るとともに普通保険再保険事業を行うことを目
的として設立された団体であり、全国の漁船保険等
事業を統括して処理しており、本事業を効果的かつ
効率的に実施できる唯一無二の機関であり競争を許
さないことから会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7592
（株）グリーンキャブ
（東京都新宿区戸山3丁目15番1
号）

乗用自動車借り上げ業務一式
支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 5,585,820

本業務は、会計法第２９条の３第５項並びに予算決
算及び会計令第９９条第８号に該当する運送業務で
あり、前年度も契約している㈱グリーンキャブと随
意契約を締結した。

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

単価契約
中型車　初
乗運賃　2km
まで660円　
加算運賃
274m毎に80
円　深夜・
早朝割増　3
割増

7593
三菱倉庫（株）東京支店
（東京都中央区新川1丁目28番24
号）

貨物の寄託
支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月1日 1,560,972

本業務は、会計法第２９条の３第５項並びに予算決
算及び会計令第９９条第８号に該当する保管業務で
あり、前年度も契約している三菱倉庫㈱東京支店と
随意契約を締結した。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
書類保存箱1
期1個につき
80円
（1期とは暦
月の1日から
10日、11日
から20日、
21日から月
末までの
各々を言
う）



7594
漁船保険中央会
（東京都千代田区内幸町1-2-2）

平成１７年度漁船保険概況表原稿
作成及び集計作業の一部請負

支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月28日 1,268,400

本事業は、漁船保険事業及び漁船乗組員給与保険事
業の改善と推進のため、その引受及び支払実績につ
き概況表の作成を目的とするもので、詳細かつ多大
な資料から作成されることから専門的知見及び解析
の高度性が要求される。また、四半期毎の迅速な報
告が必要である。漁船保険中央会は漁船損害等補償
法に基づき漁船保険事業等の健全な発達を図るとと
もに普通保険再保険事業を行うことを目的として設
立された団体であり全国の漁船保険等事業を統括し
て処理しており、本事業を効果的かつ効率的に実施
できる唯一無二の機関であり競争を許さないことか
ら会計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7595
漁船保険中央会
（東京都千代田区内幸町1-2-2）

平成１６年度漁船保険統計表等作
成に係る一部請負

支出負担行為担当官　水産庁漁政
部長　武本　俊彦（東京都千代田
区霞が関１－２－１）

平成17年4月28日 2,368,500

本事業は、漁船保険事業（普通損害保険及び満期保
険）及び同再保険事業の今後の事業の改善と推進の
ため、その引受及び事故の集計及び統計表の作成を
目的とするもので、詳細かつ多大な資料から作成さ
れることから専門的知見及び解析の高度性が要求さ
れる。漁船保険中央会は漁船損害等補償法に基づき
漁船保険事業等の健全な発達を図るとともに普通保
険再保険事業を行うことを目的として設立された団
体であり、全国の漁船保険事業を統括して処理を
行っており、本事業を効果的かつ効率的に実施でき
る唯一無二の機関であり競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

7596
生月漁業協同組合
（長崎県平戸市生月町壱部浦168-
2）

漁具保管施設賃貸契約
契約担当官
九州漁業調整事務所長　小關良二
福岡市博多区沖浜町８－１

平成17年4月1日 1,920,624
条件を満たす保管施設は、生月漁業協同組合が管理
する生月漁港施設しかなく、競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約　　
　　　　　　
　１９０円
／㎡

7597
（社）長崎県漁業無線協会
（長崎県長崎市柿泊町2496番地）

漁業指導用海岸局委託業務契約
契約担当官
九州漁業調整事務所長　小關良二
福岡市博多区沖浜町８－１

平成17年4月1日 11,922,000
条件を満たす漁業無線局は、長崎県漁業無線協会し
かなく、競争を許さないことから、会計法第２９条
の３第４項に該当するため

見直しの余地あり 公募を実施（１９年度から）

7597 129,053,887,946

（備　考）

1.点検の結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」、「その他」に分類すること

2.講ずる措置は、「18年度以降において当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」、又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載
できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。

3.単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。


