
(府省名：農林水産省）

番号 契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条
文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざ
るを得ない場合とし
た財務大臣通知上
の根拠区分

備　　考

1
平成２２年度一般会計予算書
ほかの印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　石田　寿
東京都千代田区霞が関
１－２－１

平成21年12月21日

独立行政法人国立印
刷局
東京都港区虎ノ門二丁
目２番４号

会計法第29条の3第4
項
（官報等の印刷等）

－ 5,817,239 －
国の予算書の印刷は、独立行
政法人国立印刷局のみが行っ
ているため

①ハ

2
平成２１年度一般会計補正予
算書（第２号）ほかの印刷製造

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経
理課長　石田　寿
東京都千代田区霞が関
１－２－１

平成21年12月24日

独立行政法人国立印
刷局
東京都港区虎ノ門二丁
目２番４号

会計法第29条の3第4
項
（官報等の印刷等）

－ 3,324,165 －
国の予算書の印刷は、独立行
政法人国立印刷局のみが行っ
ているため

①ハ

平成21年度直轄地すべり対策
災害関連緊急事業七五三掛地

　本業務は、直轄地すべり対策
災害関連緊急事業七五三掛地
区の対策計画に基づき建設す
る地すべり対策工の効果評価
等を行うものである。
　国際航業（株）は、5月以降地
すべり変動計測器を設置し、地

【様式２】

平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

3

災害関連緊急事業七五三掛地
区地すべり対策工解析その他
業務
山形県鶴岡市大網地内
平成21年10月27日～平成22年
3月26日
建設コンサルタント

分任支出負担行為担当
官
東北農政局土地改良技
術事務所長
稲田幸三仙台市宮城野
区幸町三丁目１４番１号

平成21年10月26日

国際航業株式会社東
北支社
仙台市若林区新寺一
丁目3番45号

会計法第29条の3第4
項

－ － －

すべり変動計測器を設置し、地
すべり斜面をリアルタイムで観
測しながら、安定性評価を継続
している。本業務における解析
では、これらの安定性評価の継
続が不可欠であり、対策工施工
時の観測体制を確立することが
必要かつ効果的である。
　以上のように、対策工施工時
の地すべり監視及び解析の継
続性と一貫性が不可欠であるこ
とから、国際航業（株）以外に本
業務を施行させることは不利で
ある。

③ロ

4
鳴瀬川（一期）農業水利事業館
ノ山遺跡・館ノ山館跡埋蔵文化
財発掘（その２）業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
小泉　勝宮城県大崎市
古川大幡字月蔵119ー1

平成21年10月9日
美里町町長
宮城県遠田郡美里町
北浦字駒米13

会計法第29条の3第4
項
（法令等の規定）

1,634,443 1,634,443 100.0%

埋蔵文化財の保護に関する事
務については、地方公共団体教
育委員会の所管とされており、
宮城県教育委員会から美里町
教育委員会が調査主体として適
当であると判断され、相手方が
特定されていることから競争を
許さないため。

イ（イ）



5

平成21年度土地改良調査計画
事業地域整備方向検討調査
「平川二期地区」受益面積調査
業務委託
一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局北奥羽土地
改良調査管理事務所長
三浦　次雄青森県弘前
市大字新寺町149-2

平成21年10月1日

青森県土地改良事業
団体連合会
青森市本町二丁目6-
19

会計法第２９条の３第４
項
（法令等の規定）

2,562,000 2,562,000 100.0%

本業務は、土地改良区が所有
し、土地改良法第２９条第４項
の規定により、組合員及び事業
に利害関係のある者から閲覧
の請求があった場合には、これ
を拒んではならないとされてい
る賦課台帳（土地原簿）のデー
タを用いる必要があり、契約の
相手方が法令の規定により一
に定められているため。

イ（イ）

6

いさわ南部農地整備事業西部
地域２３ブロック区画整理工事
に伴い発生した井戸枯渇に対
する費用負担に関する契約代
金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
渡邉　富雄岩手県奥州
市水沢区中上野町３－２

平成21年10月14日 個人情報 会計法２９条３の第４項 － － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

7

いさわ南部農地整備事業西部
地域１０ブロック区画整理工事
に伴い発生した井戸枯渇に対
する費用負担に関する契約代
金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
渡邉　富雄岩手県奥州
市水沢区中上野町３－２

平成21年10月16日 個人情報 会計法２９条３の第４項 － － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
であるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

市水沢区中上野町３ ２
であるため。

8

平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬６号幹線用水路（その６）
工事に伴う電気通信設備移転
等工事費用補償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成21年10月15日

東日本電信電話株式
会社秋田支店
秋田県秋田市中通4-
4-4

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

9
平成21年度米沢平野二期農業
水利事業面積動向調査その他
業務

分任支出負担行為担当
官
東北農政局米沢平野農
業水利事業所長
石川雅一山形県米沢市
駅前三丁目1-19

平成21年10月7日
米沢平野土地改良区
山形県米沢市金池5-
9-5

会計法第29条の3第4
項（法令等の規定）

4,032,000 4,032,000 100.0%

本委託業務は、土地改良区が
所有し、土地改良法第２９条第
４項の規定により、組合員及び
事業に利害関係のある者から
閲覧の請求があった場合には、
これを拒んではならないとされ
ている賦課台帳（土地原簿）の
データを用いる必要があり、契
約の相手方が法令の規定によ
り一に定められているため。（会
計法２９条の３第４項）

イ（イ）



10
隈戸川農業水利事業幹線用水
路管理用道路等整備工事他に
伴う費用負担金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
大羽　泉福島県西白河
郡矢吹町八幡町409-1

平成21年10月1日
白河市
福島県

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － －

公共工事を施工する際の権利
の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者と契
約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであ
るため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

11

国営かんがい排水事業（隈戸
川農業水利事業幹線用水路矢
吹南工区（その７）工事）に係る
電気工作物移転補償金
１式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
大羽　泉福島県西白河
郡矢吹町八幡町409-1

平成21年10月14日

東北電力株式会社
福島支店
福島県福島市栄町７－
２１

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － －

公共工事を施工する際の権利
の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者と契
約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであ
るため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

12

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
東俣１号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転等工
事費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月10日

東日本電信電話株式
会社東北支店
青森県青森市橋本２－
１－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

分任支出負担行為担当 公共事業を施行する際の権利

13

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
東俣１号幹線用水路工事に伴
う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月11日

東北電力株式会社青
森支店
青森県青森市港町２－
１２－１９

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

14

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
左岸幹線用水路工事に伴う区
分地上権設定対価

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月12日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



15

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
土淵堰用水路第三工区工事に
伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一

平成21年11月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

16

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
土淵堰用水路第三工区工事に
伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

17

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
土淵堰用水路第三工区工事に
伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月16日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

分任支出負担行為担当 公共事業を施行する際の権利

18

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
東俣１号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月16日

東日本電信電話株式
会社東北支店
青森県青森市橋本２－
１－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

19

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
東俣１号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年11月16日

東日本電信電話株式
会社東北支店        青
森県青森市橋本２－１
－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



20
平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬２号幹線用水路工事に伴
う損失補償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩         秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年11月2日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

21
平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬３号幹線用水路（その５）
工事に伴う費用負担金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩         秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年11月25日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

22
隈戸川農業水利事業幹線用水
路大屋工区トンネル建設工事
に伴う庭木等補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
大羽　泉                 福
島県西白河郡矢吹町八
幡町409-1

平成21年11月4日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － －

公共工事を施工する際の権利
の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者と契
約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであ
るため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

分任支出負担行為担当 公共工事を施工する際の権利

23
隈戸川農業水利事業幹線用水
路大屋工区工事に伴う土地取
得代金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
大羽　泉                 福
島県西白河郡矢吹町八
幡町409-1

平成21年11月26日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － －

公共工事を施工する際の権利
の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者と契
約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであ
るため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

24

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
西俣２号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月4日

東日本電信電話株式
会社青森支店
青森県青森市橋本２－
１－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



25

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
西俣２号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月4日

東日本電信電話株式
会社青森支店
青森県青森市橋本２－
１－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

26

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
西俣２号幹線用水路工事に伴
う電気通信線路設備移転工事
費用補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月4日

東日本電信電話株式
会社青森支店
青森県青森市橋本２－
１－６

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

27

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
土淵堰用水路第三工区工事に
伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月7日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

分任支出負担行為担当 公共事業を施行する際の権利

28

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
東俣１号幹線用水路第一工区
（その９）工事に伴う水道施設
移設補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月25日

津軽広域水道企業団
企業長　相馬　錩一
青森県黒石市大字石
名坂字姥懐２

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

29

岩木川左岸（二期）農業水利事
業
西俣２号幹線用水路（その４）
工事に伴う水道施設移設補償
金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局津軽農業水
利事務所長
川端　正一              青
森県つがる市木造萩野１
８－７

平成21年12月25日

津軽広域水道企業団
企業長　相馬　錩一
青森県黒石市大字石
名坂字姥懐２

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



30
鳴瀬川（二期）農業水利事業逆
巻揚水機場撤去工事に係る損
失補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局大崎農業水
利事務所長
小泉　勝                   宮
城県大崎市古川大幡字
月蔵119ー1

平成21年12月10日 個人
会計法第29条の3第4
項
（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

31

いさわ南部農地整備事業南部
地域１０ブロック区画整理工事
に伴い発生した井戸枯渇に対
する費用負担に関する契約代
金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
渡邉　富雄

平成21年12月2日 個人 会計法２９条３の第４項 － － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

32

平成２１年度いさわ南部農地整
備事業農地利用集積調査業務
委託
岩手県奥州市胆沢区小山及び
若柳地内
平成21年12月17日～平成22年
3月25日

分任支出負担行為担当
官
東北農政局いさわ南部
農地整備事業所長
渡邉　富雄               岩
手県奥州市水沢区中上
野町３－２

平成21年12月17日

胆沢平野土地改良区
岩手県奥州市水沢区
字北田140-1

会計法２９条３の第４項 1,690,500 1,690,500 100.0%

本業務は、土地改良区が所有
し、土地改良法第２９条第４項
の規定により、組合員及び事業
に利害関係のある者のみ閲覧
できる土地原簿（賦課台帳）を
用いる必要があり、契約の相手
方が法令の規定により一に定
められているため。

イ（イ）

分任支出負担行為担当 公共事業を施行する際の権利

33

平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬４号幹線用水路（その６）
工事に伴う電気通信設備移転
等工事費用補償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩          秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年12月15日

東日本電信電話株式
会社秋田支店
秋田県秋田市中通4-
4-4

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

34
平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬幹線用水路等工事に係る
土地使用補償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩          秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年12月16日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



35

平鹿平野（一期）・平鹿平野(二
期)農業水利事業　皆瀬幹線用
水路等工事に伴う土地使用補
償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩          秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年12月16日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

36

平鹿平野(二期)農業水利事業
皆瀬３号幹線用水路（その３）
工事に伴う電気通信設備移転
等工事費用補償金　一式

分任支出負担行為担当
官
東北農政局平鹿平野農
業水利事業所長　有森
正浩          秋田県横手
市大屋新町字大平99-
39

平成21年12月17日

東日本電信電話株式
会社秋田支店
秋田県秋田市中通4-
4-4

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

37

国営かんがい排水事業（幹線
用水路矢吹南工区（その７）工
事）に伴う水道施設移設工事設
計補償金

分任支出負担行為担当
官
東北農政局隈戸川農業
水利事業所長
大羽　泉                  福
島県西白河郡矢吹町八
幡町409-1

平成21年12月17日
矢吹町
福島県

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － －

公共工事を施工する際の権利
の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者と契
約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであ
るため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

平成21年度北総中央農業水利
支出負担行為担当官
関東農政局長

財団法人千葉県教育
文化財保護法第９９条等により

38

平成 年度北総中央農業水利
事業
2号調整水槽工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査委託 1式

関東農政局長
皆川　芳嗣
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成21年11月17日

財団法人千葉県教育
振興財団
千葉県四街道市鹿渡
809-2

会計法第29条の3第4
項(法令等の規定)

19,074,300 19,074,300 100.0% －
文化財保護法第９９条等により
契約の相手方が一に定められ
ているため。

イ（イ）

39

外山幹線用水路羽茂工区（そ
の２）工事に伴う水道管移設補
償
平成21年10月6日から平成21
年12月27日まで

分任支出負担行為担当
官北陸農政局佐渡農業
水利事業所長　清水洋
一
新潟県佐渡市畑野甲
533

平成21年10月6日
佐渡市
新潟県佐渡市千種232
番地

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

5,290,400 5,290,400 100.0% －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

40

名称:新川右岸排水機場建設
工事に伴う土地使用補償金
期間：平成22年1月1日から平
成26年3月31日まで

分任支出負担行為担当
官北陸農政局新川流域
農業水利事業所長
瀨田文治
（新潟県新潟市西蒲区
巻甲5488）

平成21年11月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 4,517,880 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



41

名称:新川右岸排水機場建設
工事に伴う土地使用補償金
期間：平成22年1月1日から平
成26年3月31日まで

分任支出負担行為担当
官北陸農政局新川流域
農業水利事業所長
瀨田文治
（新潟県新潟市西蒲区
巻甲5488）

平成21年11月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 2,903,715 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

42

名称:新川右岸排水機場建設
工事に伴う土地使用補償金
期間：平成22年1月1日から平
成26年3月31日まで

分任支出負担行為担当
官北陸農政局新川流域
農業水利事業所長
瀨田文治
（新潟県新潟市西蒲区
巻甲5488）

平成21年11月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,527,047 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

43

名称:新川右岸排水機場建設
工事に伴う土地使用補償金
期間：平成22年1月1日から平
成26年3月31日まで

分任支出負担行為担当
官北陸農政局新川流域
農業水利事業所長
瀨田文治
（新潟県新潟市西蒲区
巻甲5488）

平成21年11月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,521,825 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

44

名称:左岸幹線用水路松岡工
区建設工事に伴う物件移転補
償金
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町

平成21年10月29日
辻岡建設株式会社
（福井県吉田郡永平寺
町松岡葵1-32）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 6,277,605 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

が特定されるため

45

名称:高椋新江２号用水路工事
の施行に伴う支障電気工作物
移設補償金
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
川端正一
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年10月1日

北陸電力株式会社福
井支店
（福井県福井市日之出
１丁目４－１）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 2,654,518 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

46
名称:十郷１号用水路工事に伴
う土地使用補償
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年12月17日
野間鉄工株式会社
（大阪府東大阪市玉串
町東三丁目４番２１号）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 2,256,479 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



47

名称:十郷１号用水路長崎・兵
庫川横断部建設工事に伴う用
地取得
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年12月9日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 3,899,723 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

48

名称:十郷１号用水路長崎・兵
庫川横断部建設工事に伴う用
地取得
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年12月9日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 7,531,604 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

49

名称:十郷１号用水路長崎・兵
庫川横断部建設工事に伴う用
地取得
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年12月9日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 7,132,353 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

50
名称:十郷２号用水路その５建
設工事に伴う用地取得
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町

平成21年12月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 9,382,749 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

ため。

51
名称:十郷２号用水路その５建
設工事に伴う用地取得
数量:一式

分任支出負担行為担当
官
北陸農政局九頭竜川下
流農業水利事業所長
播磨　宗治
（福井県坂井市丸岡町
愛宕２番）

平成21年12月25日 個人
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 4,156,260 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

52

名称：左岸幹線用水路松岡工
区建設工事施行に伴う物件移
転補償
数量：一式

支出負担行為担当官北
陸農政局長　内村重昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成21年11月6日 個人１名
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 12,912,889 － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）



53
名称：高椋２号用水路工事施行
に伴う土地取得
数量：一式

支出負担行為担当官北
陸農政局長　内村重昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成21年11月25日 個人１名
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 14,880,012 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

54
名称：芝原２号用水路工事施工
に伴う土地取得
数量：一式

支出負担行為担当官北
陸農政局長　内村重昭
（石川県金沢市広坂２－
２－６０）

平成21年12月22日

福井都市計画事業　市
場周辺土地区画整理
事業　施行者　福井市
代表者　福井市長　東
村新一

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 14,721,921 － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定される
ため。

ロに準ずると認めら
れるもの（財務省に
個別に協議し認め
られたもの）

55

平成21年度農業基盤情報基礎
調査委託
富山県全域
平成21年11月２６日から平成
22年2月26日まで
その他

支出負担行為担当官
北陸農政局長
内村重昭

金沢市広坂2－2－60

平成21年11月26日
富山県

富山市新総曲輪１－７

会計法第29条の3第4
項（法令等の規定）

1,807,000 1,250,000 69.1% －

基盤情報が富山県にデーター
集約されているため、地方公共
団体との取決書を交わしてお
り、契約の相手方が法令等によ
り明確に特定されているため

イ（ニ）

56
新濃尾（二期）地区宮田導水路
江南小脇工区工事他に伴う土
地使用補償（一式）

分任支出負担行為担当
官
東海農政局新濃尾農地
防災事業所長
上田　隆茂
愛知県一宮市八幡5-1-

平成21年10月7日 個人
会計法29条の3第4項
（用地補償契約）

－ 1,544,640 100.0% －

公共事業を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約であることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）愛知県一宮市八幡5-1-

14
び契約相手方が限定されるもの
である。

もの）

57
宮川用水第二期地区　１号幹
線水路明和工区整備その２工
事に伴う電力線路等移設補償

分任支出負担行為担当
官　東海農政局宮川用
水第二期農業水利事業
所長　梶原親信
三重県伊勢市御薗町新
開８９２

平成21年10月5日

中部テレコミュニケー
ション株式会社三重支
店
三重県津市一身田大
古曽字久保８３１－１

会計第29条の3第4項
（用地補償）

－ 2,357,000 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約であることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

58
宮川用水第二期地区　粟生頭
首工操作管理所建築工事に伴
う土地売買契約

分任支出負担行為担当
官　東海農政局宮川用
水第二期農業水利事業
所長　梶原親信
三重県伊勢市御薗町新
開８９２

平成21年10月23日
宮川用水土地改良区
三重県伊勢市河崎１－
１１－８

会計法29条の3第4項
（用地補償契約）

－ 3,628,608 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約であることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



59

宮川用水第二期地区　１号幹
線水路御薗工区その１１工事
他工事に伴う電力線路等移設
補償費

分任支出負担行為担当
官　東海農政局宮川用
水第二期農業水利事業
所長　梶原親信
三重県伊勢市御薗町新
開８９２

平成21年10月15日

中部電力株式会社伊
勢営業所
三重県伊勢市岩渕１－
９－２４

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ 2,658,635 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事
に必要となる土地等の権利者と
の契約であることから、場所及
び契約相手方が限定されるもの
である。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

60
矢作川総合第二期地区土地所
有状況等調査(明治用水地域）
１式

分任支出負担行為担当
官東海農政局木曽川水
系土地改良調査管理事
務所長太田勝也
愛知県名古屋市昭和区
白金３－１１－１６

平成21年10月26日
明治用水土地改良区
愛知県安城市大東町２
２－１６

会計法第２９条の３第４
項（特定情報）

1,100,000 1,100,000 100.0% －

本委託調査を実施するために
は、現在の農業用水利施設の
管理主体である当改良区が管
理している農業用水利施設の
賦存量、改良区の維持管理実
態に関するデータが必要になる
とともに、当改良区が保有して
いる賦課台帳（土地原簿）デー
タを用いる必要がある。この賦

ニ（ヘ）

61
新矢作川用水地区北野幹線水
路Ｍサイホン工事他施工に伴
う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官東海農政局新矢作川
用水農業水利事業所長
三好英幸
愛知県安城市大東町
22-16

平成21年11月19日 個人
会計第29条の3第4項
（用地補償）

－ 1,958,345 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うもので、工事に必
要となる土地等の権利者との契
約であることから、場所及び契
約相手方が限定される。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

62
新矢作川用水地区北野幹線水
路Ｍサイホン工事他施工に伴
う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官東海農政局新矢作川
用水農業水利事業所長
三好英幸
愛知県安城市大東町

平成21年11月19日 個人
会計第29条の3第4項
（用地補償）

－ 1,432,024 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うもので、工事に必
要となる土地等の権利者との契
約であることから、場所及び契

が

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

22-16 約相手方が限定される。
もの）

63

新矢作川用水地区南部幹線水
路市場分水工改良その２工事
施工に伴う支障水道施設の移
転補償

分任支出負担行為担当
官東海農政局新矢作川
用水農業水利事業所長
三好英幸
愛知県安城市大東町
22-16

平成21年11月6日

幸田町水道事業代表
者　幸田町長　近藤徳
光
愛知県額田郡幸田町
大字菱池字元林1番地
1

会計第29条の3第4項
（用地補償）

－ 1,231,303 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うもので、工事に必
要となる土地等の権利者との契
約であることから、場所及び契
約相手方が限定される。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

64
宮川用水第二期地区　明野支
線水路その２工事に伴う電力
線路移設補償

分任支出負担行為担当
官　東海農政局宮川用
水第二期農業水利事業
所長　梶原親信
三重県伊勢市御薗町新
開８９２

平成21年12月21日
中部電力株式会社伊
勢営業所
伊勢市岩渕１－９－２４

会計第29条の3第4項
（用地補償）

－ 2,735,044 100.0% －

公共工事を施行する際の権利
の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うもので、工事に必
要となる土地等の権利者との契
約であることから、場所及び契
約相手方が限定される。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



65
東海農政局国家公務員ＩＣカー
ド発行機等購入

支出負担行為担当官
東海農政局長　竹森三
治
愛知県名古屋市中区三
の丸一丁目2番3号

平成21年12月25日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社
東京都千代田区内幸
町１－１－６

会計法第２９条の３第４
項（特定情報）

2,799,300 2,799,300 100.0% －

本件におけるＩＣカード発行機及
び発行システムライセンスにつ
いては、H18年度に導入された
農林水産省ＩＣカード発行システ
ム（以下農林水産省システム）
に接続し、身分証ＩＣカードを発
行・管理するために必須のもの
である。ＩＣカード発行機に含ま
れるソフトウェア及び農林水産

ニ（ヘ）

66

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）紀伊平野山田ダム水路
（左岸）山田川サイホンその２
改修工事に伴う土地使用補償
契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月9日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

67

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（六箇井支線水路
（三ヶ水路その１）改修工事に
伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月9日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

68

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）紀伊平野国営幹線水路
等（紀伊平野紀の川左岸幹線
水路（トンネル）改修工事伴う区
分地上権設定契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の
設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定され
ており、競争が許されないため、

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）分地上権設定契約

良
459番地 随意契約をおこなうものである。

もの）
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大和紀伊平野農業水利事業
（一期）紀伊平野国営幹線水路
等（紀伊平野紀の川左岸幹線
水路（トンネル）改修工事伴う区
分地上権設定契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の
設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定され
ており、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

70

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）紀伊平野国営幹線水路
等（紀伊平野紀の川左岸幹線
水路（トンネル）改修工事伴う区
分地上権設定契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の
設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定され
ており、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



71

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（藤崎井水路和歌山
工区その４）改修工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

72

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（藤崎井水路和歌山
工区その４）改修工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

73

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（藤崎井水路和歌山
工区その４）改修工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

74

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（藤崎井水路和歌山
工区その４）改修工事に伴う土
地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町

平成21年10月19日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

良
459番地 随意契約をおこなうものである。

もの）

75

大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営西部幹線
水路等（柳田川サイホン他）改
修工事に伴う土地使用補償契
約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月27日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）
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大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営西部幹線
水路北葛２号分水他改修工事
に伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月27日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



77

大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営西部幹線
水路北葛２号分水他改修工事
に伴う損失補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月27日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

78

大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営西部幹線
水路北葛２号分水他改修工事
に伴う電気配電設備移設補償
契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月27日

関西電力株式会社奈
良営業所
奈良市大宮町７丁目１
番２０号

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

79
７～９月分事務所維持管理費
（大和紀伊）
１式

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月27日
大和平野土地改良区
奈良県橿原市城殿町４
５９番地

会計法第29条の３第４
項（賃貸借契約）

2,027,056 2,027,056 100.0% －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であることか
ら場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借に付随する
分担金であるため随意契約を
行うものである。

ロ

80

大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営東部幹線
水路等（４８号開渠他）改修工
事に伴う損失補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町

平成21年10月28日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

良
459番地 随意契約をおこなうものである。

もの）

81

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野小田井水路
（紀の川工区その２）改修工事
に伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月30日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

82

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野紀の川左岸支
線水路（四箇井水路その２）改
修工事に伴う土地使用補償契
約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月30日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



83

平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業(一期）大和平野区
域(飛鳥板蓋宮伝承地、岡遺
跡）に係る埋蔵文化財発掘調
査委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月28日
奈良県知事
奈良県奈良市登大路
町３０番地

会計法第２９条の３第４
項（法令等の規定）

18,132,842 18,132,842 100.0% －

文化財保護法第93条・94条に
基づき実施する発掘調査であ
り、奈良県内における発掘調査
は文化財保護担当部局である
奈良県との協定に基づき実施
することとしており、本遺跡は県
立橿原考古学研究所が発掘を
行うものであり、契約の性質が
競争を許さない。

イ（イ）

84

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）大和平野団体営金剛３
号工区楢原・櫛羅線改修工事
に伴う土地取得補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月28日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う用地買
収に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

85

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）大和平野団体営金剛３
号工区楢原・櫛羅線改修工事
に伴う土地取得補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月28日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う用地買
収に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

大和紀伊平野農業水利事業
( 期）大和平野県営御所

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長 会計法第 条 第

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り 工事に必要となる土地等の

ロに準ずると認めら
れるもの

86
(二期）大和平野県営御所工区
幹線２工区その５改修工事に
伴う土地使用補償等契約

平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月2日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

87

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（六箇井支線水路
（三ヶ水路その１））改修工事に
伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

88

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（六箇井支線水路
（三ヶ水路その１））改修工事に
伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



89

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（六箇井支線水路
（三ヶ水路その１））改修工事に
伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

90

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）大和平野団体営金剛３
号工区楢原・櫛羅線改修工事
に伴う土地使用等補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年10月30日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

91

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）大和平野国営西部幹線
水路北葛城２号分水他改修工
事に伴う電気通信設備移設補
償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月2日

株式会社　ケイ・オプ
ティコム
大阪市北区中之島3丁
目3番23号　中之島ダ
イビル

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため、随意契約を
おこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

92

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）大和平野県営水路等そ
の１（初瀬川ｌ工区第１号幹線川
西支線その７）改修工事に伴う
土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町

平成21年11月2日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり 競争が許されないため

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）土地使用補償契約

良
459番地

おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

もの）

93

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）大和平野県営水路等そ
の１（初瀬川工区第２号幹線そ
の６）改修工事に係る土地返還
の伴う損失補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月2日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

94

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）大和平野国営西部幹線
水路北葛城２号分水他改修工
事に伴う損失補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月9日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



95

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）大和平野団体営金剛３
号工区楢原・櫛羅線改修工事
に伴う土地使用等補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月10日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

96

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その２（藤崎井水路打田工
区その３）改修工事に伴う損失
補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月12日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

97

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）大和平野国営西部幹線
水路等（２３号開渠他）改修工
事に伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月17日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

98

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）大和平野県営水路等そ
の２（県営曽我川工区西部幹線
その６他）改修工事に伴う土地
使用補償契約外

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町

平成21年11月20日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約の相手方が特定されて
おり 競争が許されないため

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）使用補償契約外

良
459番地

おり、競争が許されないため、
随意契約をおこなうものである。

もの）

99
平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業受益面積調査業務
委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月11日
大和平野土地改良区
奈良県橿原市城殿町４
５９番地

会計法第29条の３第４
項（特定情報）

2,868,600 2,868,600 100.0% －

受益面積（大和平野地区）の精
査を行う為には、土地改良区が
保有し、その取り扱いが土地改
良区職員に限られる賦課台帳
が不可欠であり、この賦課台帳
を提供することが可能な者（情
報所有者）は、本土地改良区以
外に存在しないことから、契約
の性質が競争を許さない。

ニ（ヘ）

100

平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業（二期）大和平野区
域（飛鳥寺南方遺跡）に係る埋
蔵文化財の発掘調査委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月19日
奈良県
奈良県奈良市登大路
町３０番地

会計法第29条の３第４
項（法令等の規定）

6,680,435 6,680,435 100.0% －

文化財保護法第93条・94条に
基づき実施する発掘調査であ
り、奈良県内における発掘調査
は文化財保護担当部局である
奈良県との協定に基づき実施
することとしており、本遺跡は県
立橿原考古学研究所が発掘を
行うものであり、契約の性質が
競争を許さない。

イ（イ）



101

平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業（二期）大和平野区
域（藤原京跡（橿原市上飛騨
町・明日香村小山））に係る埋
蔵文化財の発掘調査委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月19日
奈良県
奈良県奈良市登大路
町３０番地

会計法第29条の３第４
項（法令等の規定）

9,963,132 9,963,132 100.0% －

文化財保護法第93条・94条に
基づき実施する発掘調査であ
り、奈良県内における発掘調査
は文化財保護担当部局である
奈良県との協定に基づき実施
することとしており、本遺跡は県
立橿原考古学研究所が発掘を
行うものであり、契約の性質が
競争を許さない。

イ（イ）

102

大和紀伊平野農業水利事業
（二期）大和平野県営水路等そ
の１（初瀬川工区第２号幹線そ
の６）改修工事に伴う土地取得
契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年11月13日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため、随意契約をおこ
なうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

103

平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業紀伊平野（紀の川
左岸水路）受益面積調査業務
委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月4日

紀の川左岸土地改良
区
和歌山県和歌山市鳴
神７３６－２

会計法第29条の３第４
項（特定情報）

1,230,600 1,230,600 100.0% －

受益面積（紀の川左岸水路）の
精査を行う為には、土地改良区
が保有し、その取り扱いが土地
改良区職員に限られる賦課台
帳が不可欠であり、この賦課台
帳を提供することが可能な者
（情報所有者）は、本土地改良
区以外に存在しないことから、
契約の性質が競争を許さない。

ニ（ヘ）

104
平成２１年度大和紀伊平野農
業水利事業受益面積調査業務
委託事業

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月4日
大和平野土地改良区
奈良県橿原市城殿町４
５９番地

会計法第29条の３第４
項（特定情報）

2,868,600 2,868,600 100.0% －

受益面積（大和平野地区）の精
査を行う為には、土地改良区が
保有し、その取り扱いが土地改
良区職員に限られる賦課台帳
が不可欠であり、この賦課台帳
を提供することが可能な者（情
報所有者）は、本土地改良区以
外に存在しないことから、契約
の性質が競争を許さない。

ニ（ヘ）

105

大和平野農業水利事業(二期）
大和平野県営水路等その２（県
営曽我川工区西部幹線その６
他）改修工事に伴う電気配電設
備の移設等補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月4日

関西電力株式会社奈
良営業所
奈良市大宮町７丁目１
番２０号

会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため、随意契約を
おこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



106

大和紀伊平野農業水利事業
(一期）大和平野国営東部幹線
水路等（三輪水路橋他）改修工
事に伴う土地取得補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月16日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため、随意契約を
おこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

107

大和紀伊平野農業水利事業
(二期）紀伊平野県営右岸幹線
水路その１（藤崎井水路和歌山
工区その３）改修工事に伴う損
失補償契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月15日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可
避的に生ずる損害に関して契約
を行うものであり、工事に起因し
て損害等を受ける権利者との契
約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため、随意契約を
おこなうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

108

大和紀伊平野農業水利事業
（一期）大和平野西部幹線水路
等（当麻暗渠他）改修工事に伴
う土地売買契約

分任支出負担行為担当
官近畿農政局大和紀伊
平野農業水利事務所長
田島明彦
奈良県橿原市城殿町
459番地

平成21年12月28日 個人
会計法第２９条の３第４
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため、随意契約をおこ
なうものである。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

109
那賀川（二期）農地防災事業北
岸幹線水路（その７）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野

平成21年10月1日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,254,070 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県阿南市日開野

町西居内４５６）
であるため。

もの）

110
那賀川（二期）農地防災事業北
岸幹線水路（その７）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月1日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,020,167 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

111
那賀川（二期）農地防災事業北
岸幹線水路（その７）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月1日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,155,928 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



112
東部幹線水路（太郎八須工区）
建設工事に伴う区分地上権設
定代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月2日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,780,911 － -

公共事業の施行に伴う権利の
設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

113
那賀川（二期）農地防災事業北
岸幹線水路（その８）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月5日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,598,746 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

114
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 3,194,829 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

115
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,419,054 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
であるため。

もの）

116
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,430,506 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

117
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 5,195,531 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



118
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,000,964 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

119
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,039,808 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

120
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,968,769 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

121
那賀川（一期）農地防災事業那
賀川幹線導水路（その１２）工
事に伴う費用負担金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,162,683 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県阿南市日開野

町西居内４５６）
であるため。

もの）

122
那賀川（一期）農地防災事業那
賀川幹線導水路（その１２）工
事に伴う費用負担金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月6日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,854,296 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

123
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 4,159,800 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



124
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,342,600 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

125
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,449,000 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

126
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 3,572,400 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

127
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 9,415,800 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
のであるため。

もの）

128
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,644,200 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

129
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,223,200 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



130
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,037,800 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

131
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 4,505,200 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

132
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 6,489,800 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

133
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,174,800 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
のであるため。

もの）

134
北部幹線水路（松村工区その
１）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,724,200 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

135
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 5,456,528 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



136
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 5,152,600 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

137
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 8,377,400 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

138
北部幹線水路（松村工区その
２）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,529,000 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

139
那賀川（二期）農地防災事業南
岸支線水路（その１）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,945,818 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県阿南市日開野

町西居内４５６）
であるため。

もの）

140
那賀川（二期）農地防災事業南
岸幹線水路（その５）工事に伴
う物件移転補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月7日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,244,717 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

141
那賀川（二期）農地防災事業櫛
渕幹線水路（その１）工事に伴
う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年10月9日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,853,600 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



142
北部幹線水路（大寺工区）建設
工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月27日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,569,647 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

143
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,333,400 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

144
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 3,058,200 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

145
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,687,280 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
のであるため。

もの）

146
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,504,400 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

147
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,941,840 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



148
北部幹線水路（川端工区その
６）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月29日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,275,240 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

149
北部幹線水路（大寺工区その
３）工事他に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月30日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,304,415 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

150
北部幹線水路（大寺工区その
３）工事他に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年10月30日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,189,970 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

151
北部幹線水路（大寺工区その
３）工事他に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年10月30日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,254,249 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
であるため。

もの）

152
北部幹線水路(松村工区その2)
工事に伴う土地売買代

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
勝山　達郎
（岡山市北区下石井1-
4-1）

平成21年11月5日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 17,072,000 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

153
斐伊川沿岸農業水利事業
鳥越用水路（その２）工事に伴
う電線路移設補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局斐伊川
沿岸農業水利事業所長
　山　口　康　晴
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原町105番地）

平成21年11月6日
中国電力株式会社
（島根県出雲市小山町
２２５番地）

会計法第29条の3第4
項

－ 1,807,293 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



154
北部幹線水路(桧工区その6)工
事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年11月9日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,489,000 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

155
斐伊川沿岸農業水利事業
荘原新田用水路その４工事に
係る費用負担

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局斐伊川
沿岸農業水利事業所長
　山　口　康　晴
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原町105番地）

平成21年11月10日
斐川町
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原2172）

会計法第29条の3第4
項

－ 7,827,750 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

156

北部幹線水路（川端工区）建設
工事及び北部幹線水路（川端
工区）原形復旧その３工事に伴
う補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年11月11日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,105,171 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

157
北部幹線水路(松村工区その
1・2)工事に伴う補償代金（電柱
移転）

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年11月13日

西日本電信電話株式
会社徳島支店
（徳島市大工町2丁目5
番地の1）

会計法第29条の3第4
項

－ 1,203,000 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
であるため。

もの）

158
平成21年度農都連携による地
域底力強化推進調査委託事業

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
勝山　達郎
（岡山市北区下石井1-
4-1）

平成21年11月17日
鳥取市
（鳥取県鳥取市尚徳町
116番地）

会計法第29条の3第4
項

12,499,000 12,498,320 100% －
地方公共団体との取決めによ
り、契約に相手方が一に定めら
れているもの

イ（ニ）

159
那賀川（一期）農地防災事業大
西堰撤去工事に伴う費用負担
契約

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
勝山　達郎
（岡山市北区下石井1-
4-1）

平成21年11月17日
十八女土地改良区
（徳島県阿南市十八女
静１１４）

会計法第29条の3第4
項

－ 32,350,000 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



160
那賀川（二期）農地防災事業南
岸幹線水路（その3）工事他に
伴う費用負担契約

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年11月17日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,410,269 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

161
第十幹線水路（４工区古川その
１０）工事に伴う費用負担金

支出負担行為担当官
中国四国農政局長
勝山　達郎
（岡山市北区下石井1-
4-1）

平成21年11月19日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 11,354,385 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

162
北部幹線水路(大寺工区その3)
工事に係る土地売買代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年11月19日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 3,159,150 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

163
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町

平成21年11月27日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,746,480 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（徳島県板野郡板野町

川端字庄境2－1）
であるため。

もの）

164
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年11月27日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,877,930 － -

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

165
中海干拓事業　弓浜用水機場
（ろ過池）工事に係る補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
石田　弘
（松江市八束町江島１０
５４－５）

平成21年11月30日
境港市土地開発公社
（鳥取県境港市上道町
３０００）

会計法第29条の3第4
項

2,042,042 2,042,042 100% －
事業用地に係る補償であり、場
所及び相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



166

高知三波川帯農地保全事業
桃原・西桃原区域の地すべり
対策工事に起因する水枯渇に
かかる費用負担

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局高知三
波川帯農地保全事業所
長
萩野　隆造
（高知県南国市立田
405）

平成21年11月30日
大豊町長
（高知県長岡郡大豊町
高須231）

会計法第29条の3第4
項

- 6,260,184 － -

公共事業の施行に伴う権利の
取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

167
北部幹線水路（大寺工区その
3）工事に伴う区分地上権設定
対価

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月1日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 3,470,109 － －

公共事業の施行に伴う権利の
設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるも
のであるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

168

那賀川（二期）農地防災事業
南岸幹線水路（その５）工事に
伴う電線路移転工事費用補償
代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所長
丹羽　啓文
（徳島県阿南市日開野
町西居内４５６）

平成21年12月1日

四国電力株式会社
徳島支店阿南営業所
（徳島県阿南市富岡町
滝ノ下２－１）

会計法第29条の3第4
項

－ 2,255,153 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

169
中海干拓事業
弓浜工区導水路工事に係る補
償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
石田　弘
（松江市八束町江島１０

平成21年12月4日 個人
会計法第29条の3第4
項

- 2,507,925 － －
事業用地に係る補償であり、場
所及び相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）（松江市八束町江島１０

５４－５）
もの）

170
中海干拓事業
米子市土地区分調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
石田　弘
（松江市八束町江島１０
５４－５）

平成21年12月7日
米子市
（鳥取県米子市加茂町
１－１）

会計法第29条の3第4
項

1,583,000 1,583,000 100% －
地方公共団体との取決めによ
り、契約に相手方が一に定めら
れているもの

イ（ニ）

171

北部幹線水路（古城工区その
１）工事及び北部幹線水路（大
寺工区その１）工事に伴う補償
代金（電柱移転）

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月7日

エーアイテレビ株式会
社
（徳島県板野郡藍住町
東中富字朏傍示15-4）

会計法第29条の3第4
項

－ 1,560,900 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



172
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月8日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,889,170 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

173
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償代金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月8日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,470,410 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

174
砂川用水路その９工事に係る
物件移転補償

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局斐伊川
沿岸農業水利事業所長
　山　口　康　晴
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原町105番地）

平成21年12月14日
斐川町
（島根県簸川郡斐川町
大字荘原2172）

会計法第29条の3第4
項

－ 1,199,226 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

175
中海干拓事業
境港市土地区分調査業務委託

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局中海干
拓建設事業所長
石田　弘
（松江市八束町江島１０

平成21年12月21日
境港市
（鳥取県境港市上道町
３０００）

会計法第29条の3第4
項

1,362,500 1,362,500 100% －
地方公共団体との取決めによ
り、契約に相手方が一に定めら
れているもの

イ（ニ）

（松江市八束町江島１０
５４－５）

176
北部幹線水路（松村工区その
１・２）工事に伴う補償代金（電
柱移転）

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月25日

西日本電信電話株式
会社徳島支店
（徳島市大工町2丁目5
番地の1）

会計法第29条の3第4
項

－ 1,289,000 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

177
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月25日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 1,883,377 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）



178
北部幹線水路（桧工区その6）
工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所長
神谷　耕雄
（徳島県板野郡板野町
川端字庄境2－1）

平成21年12月25日 個人
会計法第29条の3第4
項

－ 2,401,476 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及
び契約相手方が特定されるもの
であるため。

ロに準ずると認めら
れるもの
（財務省に個別に
協議し認められた
もの）

179
都城盆地農業水利事業２号幹
線水路他（前田北４工区）工事
に伴う支建物等移転補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局都城盆地農
業水利事業所長
中野實
（宮崎県都城市都北町
5225-5）

平成21年10月1日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

180
田川城島４号線（堀田工区）工
事に伴う電気工作物移設等工
事補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年10月19日

九州電力株式会社福
岡支店
（福岡県久留米市原古
賀町30-6）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

181
平成２１年度佐賀中部農地防
災事業農地転用等実態調査業
務委託事業

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長
和彦

平成21年10月26日
佐賀土地改良区
（佐賀県佐賀市大財3-

会計法第29条の3第4
項（法令等の規定）

3,759,000 3,759,000 100.0% －

本業務は、土地改良区が所有
し、土地改良法第２９条第４項
の規定により、 組合員及び事
業に利害関係のある者から閲
覧の請求があった場合には、こ
れを拒んではならないとされて

イ（イ）
務委託事業 及川和彦

（佐賀県佐賀市兵庫町
大字渕1872）

8-15）
項（法令等の規定） れを拒んではならないとされて

いる賦課台帳（土地原簿）の
データを用いる 必要があり、契
約の相手方が法令の規定によ
り一に定められているため。

182

佐賀中部農地防災事業幹線水
路（右岸線上戸田工区）工事に
伴う電気通信設備移設等工事
補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局佐賀中部農
地防災事業所長
及川和彦
（佐賀県佐賀市兵庫町
大字渕1872）

平成21年10月27日

西日本電信電話株式
会社佐賀支店
（佐賀県佐賀市駅前中
央1-8-32）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

183
大溝線（諸富工区）工事に伴う
電気工作物移設等工事補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年10月28日

九州電力株式会社福
岡支店
（福岡県久留米市原古
賀町30-6）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）



184
西浜武線（折地工区）工事に伴
う電気工作物移設等工事補償
金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年11月5日

九州電力株式会社福
岡支店八女営業所
（福岡県八女市本町字
矢原町東裏467）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 2,075,574 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

185 政府所有米穀廃棄処理業務

食料安定供給特別会計
支出負担行為担当官
九州農政局食糧部長
宮本佳明
（熊本県熊本市八王寺
町1-20）

平成21年11月6日

株式会社古賀環美
サービスセンター
（福岡県古賀市筵内字
野毛尾1522）

会計法第29条の3第4
項（法令等の規定）

7,716,781 7,716,781 100.0% －
法令の規定により、契約相手方
が一に定められるため

イ（イ）

186
大溝線（下白垣工区）工事に伴
う電気工作物移設等工事補償
金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年11月10日

九州電力株式会社福
岡支店久留米営業所
（福岡県久留米市原古
賀町30-6）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,787,056 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

187
下久末線（垂見工区）工事に伴
う電気工作物移設等工事補償
金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福

平成21年11月12日

九州電力株式会社大
牟田営業所
（福岡県大牟田市不知
火町2-9-20）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,824,088 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）（福岡県久留米市津福

今町472-31）
の）

188
筑後川下流農業水利事業幹線
水路城原金立線（北小路工区）
工事の施行に伴う取得補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
柴田知広
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年11月16日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

189
昭代１号線（筏溝上工区）工事
に伴う電気工作物移設等工事
補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年11月16日

九州電力株式会社福
岡支店八女営業所
（福岡県八女市本町字
矢原町東裏467）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,639,502 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）



190 政府所有米穀廃棄処理業務

食料安定供給特別会計
支出負担行為担当官
九州農政局食糧部長
宮本佳明
（熊本県熊本市八王寺
町1-20）

平成21年11月30日

有限会社福岡ダスト
サービス
（福岡県福岡市博多区
金の隈3-1-19）

会計法第29条の3第4
項（法令等の規定）

33,183,726 33,183,726 100.0% －
法令の規定により、契約相手方
が一に定められるため

イ（イ）

191
筑後川下流農業水利事業幹線
水路佐賀西部高域線（川上中
流工区）工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
農業水利事務所長
柴田知広
（福岡県久留米市津福
今町472-31）

平成21年12月1日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

192

筑後川下流白石平野（二期）農
業水利事業山脚導水路（下小
田工区）工事に伴う物件移転補
償金
物件移転補償1式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
白石平野農業水利事業
所長
尾川幸彦
（佐賀県杵島郡白石町
大字東郷1612-3）

平成21年12月1日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

193
大溝線（横溝本村工区）工事に
伴う電気工作物移設補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
左岸農地防災事業所長
松永浩二
（福岡県久留米市津福

平成21年12月2日

九州電力株式会社福
岡支店久留米営業所
（福岡県久留米市原古
賀町30-6）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 4,119,035 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）（福岡県久留米市津福

今町472-31）
の）

194

曽於北部（二期）農業水利事業
外園揚水機場工事に係る土地
売買契約代金
土地取得　1,181㎡

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於北部農
業水利事業所長
塚元重光
（鹿児島県曽於市財部
町南俣667）

平成21年12月18日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

195

筑後川下流白石平野（一期）農
業水利事業白石平野揚水機場
建設工事に伴う電気工作物移
設等工事補償金
移設等工事補償1式

分任支出負担行為担当
官
九州農政局筑後川下流
白石平野農業水利事業
所長
尾川幸彦
（佐賀県杵島郡白石町
大字東郷1612-3）

平成21年12月21日

九州電力株式会社佐
賀営業所
（佐賀県佐賀市神野東
2-3-6）

会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ 1,523,104 － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）



196

曽於北部（一期）農業水利事業
大良導水路（１工区）建設工事
に起因する農業用水の減水に
伴う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於北部農
業水利事業所長
塚元重光
（鹿児島県曽於市財部
町南俣667）

平成21年12月24日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

197

曽於北部（一期）農業水利事業
大良導水路（１工区）建設工事
に起因する農業用水の減水に
伴う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於北部農
業水利事業所長
塚元重光
（鹿児島県曽於市財部
町南俣667）

平成21年12月24日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

198

曽於北部（一期）農業水利事業
大良導水路（１工区）建設工事
に起因する農業用水の減水に
伴う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於北部農
業水利事業所長
塚元重光
（鹿児島県曽於市財部
町南俣667）

平成21年12月24日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）

199

曽於北部（一期）農業水利事業
大良導水路（１工区）建設工事
に起因する農業用水の減水に
伴う事業損失補償金

分任支出負担行為担当
官
九州農政局曽於北部農
業水利事業所長
塚元重光
（鹿児島県曽於市財部

平成21年12月24日 －
会計法第29条の3第4
項（用地補償契約）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補
償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるた
め。

ロに準ずると認めら
れるもの
(財務省に個別に協
議し認められたも
の）（鹿児島県曽於市財部

町南俣667）
の）

200
建物賃貸借
30戸

支出負担行為担当官
関東森林管理局長
小林　裕幸

平成21年10月1日

有限会社黒岩商事

群馬県吾妻郡嬬恋村
大字三原481-7

会計法第29条の3第4
項（賃貸借契約）

ー 9,540,000 ー －
職員宿舎の継続する賃貸借契
約であり、契約の相手方が特定
されるため。

ロ

201
漁業取締船うめさとの運航に伴
う内地出入港及び外地寄港に
係る代理店業務

支出負担行為担当官
水産庁長官　町田勝弘
東京都千代田区霞が関
１－２－１

平成21年10月26日
（有）ムロインター
千葉県習志野市本大
久保４－７－１４

会計法第２９条の３第５
項（予算決算及び会計
令９９条第１号）（秘密
随意契約）

－ 8,914,621 － －
漁業取締の性質上、行程等を
秘密にする必要があるため

③ハ



202
漁業取締船みはまの運航に伴
う内地出入港及び外地寄港に
係る代理店業務

支出負担行為担当官
水産庁長官　町田勝弘
東京都千代田区霞が関
１－２－１

平成21年11月2日
（有）ムロインター
千葉県習志野市本大
久保４－７－１４

会計法第２９条の３第５
項（予算決算及び会計
令９９条第１号）（秘密
随意契約）

－ 3,845,279 － －
漁業取締の性質上、行程等を
秘密にする必要があるため

③ハ


