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1 職員宿舎賃貸借契約 那覇事務所長 平成19年4月1日 個人
　前年度と同建物の契約。転居に伴う入居者負担が掛かること、ま
た、新たな経費が必要となり決して有利でないため。（契約事務細則
第２８条第１項第１号）

900,000

2
人事・給与システムの運用等に係る技
術支援

総括理事
関川和孝

平成19年4月1日
東京ビジネスサービス株式会
社
東京都新宿区西新宿6-14-1

本契約を適切かつ確実に実施するためには当機構の人事、給与及
びプログラムの内容について熟知するとともに、これまでの給与制度
の見直しの経緯・内容等についても精通していることが求められる。
東京ビジネスサービス（株）は当機構の人事・給与システムの開発を
行なうとともに、平成１７年度から実施している給与構造見直しに係る
プログラムの変更についても適切に行なってきた実績があり、同社に
委託することが最も効率的かつ経済的である。（契約事務細則第２８
条第１項第１号）

1,890,000

3 福利厚生代行サービス
総括理事
関川和孝

平成19年4月1日
株式会社イーウェル
東京都千代田区２番町３番地

株式会社イーウェルの利用方法等については職員に定着しており、
利用率も他の会員会社等に比しても高く、新たなサービス会社と契約
を締結することは、職員の福利厚生面の低下を招くおそれもあり、ま
た、同様のサービスを提供している会社を調査したところ、同社の月
会費は最も低廉であった。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

2,050,650

4 事務室賃貸借契約（本部）
総括理事
関川和孝

平成19年4月1日
恵比寿興業（株）
東京都港区麻布台2-2-1

　現在事務所が入居しているビルの賃貸借契約であり、競争に付す
ることが困難なため。（契約事務細則第２８条第１項第１号） 232,443,168

5
冷暖房機保守契約（本部事務所56台
分）

総括理事
関川和孝

平成19年4月1日
新共同トービ株式会社
東京都中央区京橋1-17-2

　当社は本部事務所が入居しているビルに事業所を設置し、当ビル
の電気系統を管理する指定管理会社であり、競争に付することが困
難なため。（契約事務細則第28条第1項第1号）

4,762,800

6 ファイアーウォールの保守
総括理事
関川和孝

平成19年4月1日
株式会社ディアイティ
東京都江東区新砂1-6-35

当該機器の全般的なノウハウ有する唯一の代理店であり、同機器の
保守を行っている業者であって、競争を許さないことから随意契約と
する。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

1,198,050

7
当機構に派遣された技術者による、ＬＡ
Ｎ全般及びサーバー等の管理の技術
支援

総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
株式会社日本経営データ・セン
ター
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8

本契約を適切に実行するためには、当機構のＬＡＮ全般及びサー
バー等に精通し、業務及びシステムにも精通していることが求められ
る。㈱日本経営データ・センターは、平成９年度から上記の要求を満
たす形で適切な業務を行ってきた経緯があり、ＬＡＮの構築及び機構
発足に伴う改修にも関わっており、効率的かつ経済的であることから
随意契約とする。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

10,886,400
（単価契約）

7,200円/時間

8 EUの農業に関する月次調査
総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
Agra Informa Ltd
80 Cslverly Road, Tunbridge
Wells Kent TN12 UN, England

EUの畜産関係の需給情報等の入手において、スピード性、正確性及
びコスト面から、日本の調査会社よりもＥＵ地域に存在するコンサル
タント会社を使うことが最も合理的である。また、EU27カ国全体の畜
産物の需給を把握する必要があることから、欧州各国を広くカバーで
きる態勢にあるコンサルタントが必要となる。同社はイギリス、ベル
ギーに事務所を構え、かつ各国のコンサルタント会社と提携している
ため、同社が最適であることから随意契約とした。（契約事務細則第
２８条第１項第１号）

3,405,600 3,290,000 96.6%
13,936￡

（約3,290,000円）

9
平成19年度　野菜情報総合把握システ
ム（ベジ探）に係る保守・管理委託契約

総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
NECネクサソリューションズ
東京都港区三田1-4-28

当システムは平成14年度に開発し、運用を行っているところだが毎年
度改良を行っており、平成19年度についても改良を予定している。運
用上、障害発生時には原因を究明し、その都度、システムの修正、
バックアップ用サーバでの仮運用など早急に対応する必要がある。こ
れらのことから、システム開発者である同社と契約を行うことが最も
合理的安全であることから随意契約とする。（契約事務細則第28条
第1項第1号）

3,024,000

10
平成19年度野菜情報把握システムに
係るハードウエア及び開発ソフトの保
守契約

総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
NECネクサソリューションズ
東京都港区三田1-4-28

平成17年度末に他のシステムと統合したが、統合に伴うシステムトラ
ブルの危険性を考慮し、１８年度にかけて試験運用期間を設ける必
要があった。この際、システム統合から試験運用期間中の保守まで、
同一の業者が一貫して当たることが最も合理的かつ安全であること
から随意契約とした。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

5,272,728



11
野菜情報総合把握システムに係る
ハードウェアの保守契約

総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
NECリース
東京都港区芝5-29-11

　情報利用者に対する情報提供に必要なサーバであるため、故障し
た場合の対応が迅速である必要があること等から、従来の実績も考
慮し、検討を行った結果、随意契約とした。（契約事務細則第２８条第
１項第１号）

1,457,688

12
平成19年度野菜情報総合把握システ
ムでの気象情報を提供するための気
象データの入手

総括理事
和田宗利

平成19年4月1日
（財）日本気象協会首都圏支社
東京都豊島区東池袋3-1-1

本システム用の気象データ形式での提供は(財)日本気象協会のみ
が行っており、他社から入手する場合はシステムの変更が必要があ
り競争を許さないため。（契約事務細則第28条1項第1号）

3,906,000

13

指定野菜価格安定対策事業事務処理
システムにおける売買データ等送受信
システム、データベースシステム及び
事務処理システムの保守管理

理事
野川保晶

平成19年4月1日
NECネクサソリューソンズ株式
会社
東京都港区三田1-4-28

当該保守が対象とするシステムは、全農が開発した送受信（ＥＤＩ）シ
ステム及び売買データに機構が独自に開発を加えたものとなってお
り、その専門性及び特殊性から、ＥＤＩと機構の事務処理システムの
技術的な連携を図りつつハードウェア及びソフトウェアの保守・管理
業務を請け負える機関は開発請負業者である同社以外にはなく、同
社が保守業務を行うことが最も合理的かつ経済的であると思慮され
るため、同社との随意契約とする。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

2,142,000

14
契約野菜事業に係る事務処理システ
ム等の保守・管理等業務委託契約

理事
野川保晶

平成19年4月1日
ＮＥＣネクサソリューションズ株
式会社
東京都港区三田1-4-28

現在、運用を行っている事務処理システムのソフトウェア及びハード
ウェアの保守・管理は、システム開発と一体的であるため。また、トラ
ブル発生時に、他社では緊急の対応ができないため。（契約事務細
則第28条第1項第1号）

1,827,000

15
農林水産省生鮮食料品流通情報の提
供業務に係る契約

理事
野川保晶

平成19年4月1日
社団法人全国生鮮食料品流通
情報センター
東京都大田区山王1-3-5

契約野菜安定供給事業の発動基準となる平均取引価額の算定に
は、野菜別日別卸売会社別の販売データが必要。これに対応するに
は、同センターの収集する生鮮食料品流通情報の青果物日別取扱
高統計データが唯一の存在であるため。（契約事務細則第28条第1
項第6号）

4,600,000

16 食肉小売販売動向定点調査
理事

成田喜一
平成19年4月18日

日経メディアマーケティング株
式会社
東京都千代田区内神田２丁目
３番４号

委託先を公募し、応募された企画提案書を審査委員会において審査
したところ、日経メディアマーケティング株式会社が適当とされたの
で、同者と随意契約を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)

42,600,000 41,265,000 96.9%
企画競争

・公募

17 食肉輸入動向調査
理事

成田喜一
平成19年4月18日

日本食肉輸出入協会
東京都港区東麻布１丁目７番３
号

委託先を公募し、応募された企画提案書を審査委員会において審査
したところ、日本食肉輸出入協会が適当とされたので、同者と随意契
約を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)

20,380,000 20,380,000 100.0%
企画競争

・公募

18 食肉小売価格調査(専門店)
理事

成田喜一
平成19年4月19日

社団法人日本食肉協会
東京都港区赤坂６丁目１３番１
６号

委託先を公募し、応募された企画提案書を審査委員会において審査
したところ、(社)日本食肉協会が適当とされたので、同者と随意契約
を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)

8,283,000 8,283,000 100.0%
企画競争

・公募

19 外食産業食肉消費構成実態調査
理事

成田喜一
平成19年4月19日

社団法人外食産業総合調査研
究センター
東京都千代田区一番町１９

委託先を公募し、応募された企画提案書を審査委員会において審査
したところ、(社)外食産業総合調査研究センターが適当とされたの
で、同者と随意契約を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)

6,220,000 6,220,000 100.0%
企画競争

・公募

20
食肉小売販売動向定点調査に関する
電算機関連の保守作業

理事
成田喜一

平成19年4月24日
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町二丁目
３番６号

　本業務は、食肉小売販売動向定点調査に使用する電算機の保守
作業であるが、その詳細は当初に導入した契約先が熟知しており、
事故が生じた場合、他の者では迅速な復旧が困難となり、毎週の情
報公表に支障を来す恐れがあるため、(株)三菱総合研究所と随意契
約を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)。

1,690,500 1,690,500 100.0%

21 食肉保管状況調査
理事

成田喜一
平成19年4月27日

社団法人日本冷蔵倉庫協会
東京都中央区銀座２丁目１０番
１８号

委託先を公募し、応募された企画提案書を審査委員会において審査
したところ、(社)日本冷蔵倉庫協会が適当とされたので、同者と随意
契約を行った。（契約事務細則第28条第1項第1号)

13,100,000 13,016,077 99.4%
企画競争

・公募
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1
事務所移管に伴う砂糖業務に係るシス
テムの移設等に関する契約

理事
北野　律夫

平成19年5月7日
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
東京都港区三田1-4-28

　精密機械の運搬及びデータの保守管理等､移設業務の専門性及び
特殊性から同システムの開発請負業者である同社に委託することが
最も合理的かつ効率的である。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

2,367,750

2
「さとうきび及びかんしょ生産者交付金
交付システムの開発等」に係る契約変
更

理事
北野　律夫

平成19年5月18日
株式会社　インテック
東京都江東区新砂1-3-3

　本業務は、前年度に企画競争により契約締結し開発中のシステム
の仕様追加であることから、開発請負業者である同社に委託すること
が最も合理的かつ効率的である。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

56,595,840
企画競争
・公募

(注)　変更前の契約
額は54,600,000円

3 職員宿舎賃貸借契約（鹿児島） 鹿児島分室長 平成19年5月19日 個人
転勤者の宿舎を早急に決定する必要があるため、近隣の物件を検
討の結果契約を締結した。（契約事務細則第２８条第１項第１号） 840,000

4 職員宿舎賃貸借契約（東京） 東京事務所長 平成19年5月22日 個人
転勤者の宿舎を早急に決定する必要があるため、近隣の物件を検
討の結果契約を締結した。（契約事務細則第２８条第１項第１号） 1,080,000

5 職員宿舎賃貸借契約（鹿児島） 鹿児島分室長 平成19年5月22日 個人
転勤者の宿舎を早急に決定する必要があるため、近隣の物件を検
討の結果契約を締結した。（契約事務細則第２８条第１項第１号） 840,000

6
法人文書管理システム
保守契約

総括理事
関川　和孝

平成19年5月23日
ＪＦＥシステムズ株式会社
東京都墨田区大平
４－１－３

　当該システムは当該社により開発されたものであるとともに、同社
は同システムの基本プログラムの開発元でもある。
　このため、同システムの内容に熟知・精通している同社に保守作業
を実施させることは、同システムの円滑かつ安全・確実な運用に寄与
するものであるとともに、最も合理的かつ経済的であると考えられる
ところから随意契約を行った。（契約事務細則第２８条第１項第２号）

2,718,923 2,184,000 80.3%
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1
野菜価格安定事業推進業務委託契約
（平成１９年度）

理事
野川保晶

平成19年6月22日
４７都道府県野菜価格安定法
人

野菜価格安定制度の普及、登録要件の確認、出荷調整の確認等を
実施するにあたり、各道府県の野菜価格安定法人に業務を委託する
ことが合理的、また他に当該業務を実施できる団体がないことから契
約を行った。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

56,000,000

2
蚕糸絹業再生に資する川上・川下連携
システム調査

総括理事
和田宗利

平成19年6月25日
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内1-6-5丸の
内北口ビル

　本調査については、平成２０年からの繭の全量契約生産に向けた
川上・川下連携システムを企画・製造段階に留まらず、末端の販売段
階まで取り込んだ実用性のあるシステムとして構築し、汎用性のある
一般的な連携マニュアルを作成する調査で、秘匿性、専門性及び特
殊性を有する必要があるとともに、十分な能力と経験を有することが
必要である。
　このため、委託先の選定に当たっては、公募による企画競争を実施
することで企画書の提出を求めたところ、応募してきたのは株式会社
野村総合研究所1者であった。株式会社野村総合研究所について
は、上記の条件を十分満たしていると考えられることから、同社と随
意契約を行った。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

15,000,000 15,000,000 100.0%
企画競争
・公募

3 牛個体識別情報提供推進委託事業
理事

成田喜一
平成19年6月29日

独立行政法人家畜改良セン
ター
福島県西白河郡西郷村大字小
田倉字小田倉原１

独立行政法人家畜改良センターは、牛の個体識別のための情報管
理及び伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号）第２０条に
基づき農林水産大臣から牛の個体識別情報の管理・公表等の事務
を委任されている唯一の機関であり、他機関から同様の情報を得る
ことはできないことから、同センターと随意契約することとした。（契約
事務細則第２８条第１項第６号）

限度額
18,728千円

18,727,432 100.0%



【随意契約に関する情報】

平成１９年７月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当役の

職名氏名
契約締結日 契約の相手方及び住所

随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円）
（単価契約の場合
は調達予定総額）

落札率
企画競争・公募

の場合
再就職の
役員数

備考

1
「輸入でん粉等の売買等システムの開
発・変更等」に係る契約変更

理事
北野　律夫

平成19年7月12日
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
東京都港区三田1-4-28

　本業務は、前年度に企画競争により契約締結し開発中のシステム
の仕様追加であることから、開発請負業者である同社に委託すること
が最も合理的かつ効率的である。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

76,169,000
企画競争

・公募
(注)　変更前の契約
額は68,540,000円

2
平成１９年度海外研究調査の委託契約
について

総括理事
和田宗利

平成19年7月18日
ＬＭＣ International Ltd
14-16 George Street, Oxford
OX1 2AF, UK

海外の砂糖及びでん粉の需給動向、各国の砂糖及びでん粉制度・政
策等について、国内で情報収集することはきわめて困難であり、海外
の業者に直接情報ソースを求めざるを得ない。しかしながら、海外の
業者と契約する場合、商習慣の相違や、仮に競争に付した場合の事
務負担・コスト・実現可能性を考えれば、競争に付することは事実上
困難である。
ＬＭＣ International Ltdは砂糖及びでん粉に関する高い専門知識を
有するスタッフを抱え、市場調査、分析、各国の制度・政策調査など
を行っており、当該業務の実施が十分可能である。また、安定した実
績と評価を有している業者である当該者に調査を行わせることが適
当であることから、同社との随意契約とした。（契約事務細則第２８条
第１項第１号）

11,700,000
47,465英ポンド
（約1,170万円）

3 タイのタピオカでん粉事情調査
総括理事
和田宗利

平成19年7月19日

JEC Agri-Report Co. Ltd
56 Yada Building, 5th Floor,
Room 512
Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500, Thai

詳細な背景事情まで含めたタイのでん粉の需給動向、同国のでん粉
制度、政策等について、日本国内で情報収集することはきわめて困
難であり、タイ国内に存在する業者に直接情報ソースを求めざるを得
ない。しかしながら、海外の業者と契約する場合、商習慣の相違や、
仮に競争に付した場合の事務負担・コスト・実現可能性を考えれば、
競争に付することは事実上困難である。
　タイ国内に本社を構えるJEC Agri-Report Co. Ltdは、同国の農業
全般に関する調査はもとより、でん粉及びでん粉製品に関する高い
専門知識を有するスタッフを抱え、市場調査、分析、同国の制度・政
策調査などを行っており、当該業務の実施が十分可能である。このこ
とから、本機構が質の高い情報を提供するためにも、安定した実績と
評価を有している業者である当該者に調査を行わせることが適当で
あるため。
(契約事務細則第２８条第1項第1号）

2,000,000
50万タイバーツ
（約200万円）

4 肉用牛生産効率化推進調査
理事

成田喜一
平成19年7月19日

社団法人中央畜産会
東京都港区虎ノ門1-26-5

本調査は、全国の肉用牛飼養経営者及び酪農経営者を対象として
いるものであるが、その具体的な被調査者の特定（氏名、住所等）、
調査の設問等、専門的な知見がないと対応できないものであること
から、実施可能な者は畜産関係団体、畜産関係に知見のある調査会
社等に限定されるものと考えられ、また、同様の理由により、当機構
から具体的な仕様書を提示することが困難であることから、企画競争
を行うべく公募を行った。
今般、企画の提出のあった社団法人中央畜産会は、平成２年度以来
当機構が実施している肉用牛生産効率化推進調査を請け負ってきた
経験を有しており、また、被調査者となる全国の肉用牛飼養経営者
及び酪農経営者の情報を有し、肉用牛使用経営及び酪農経営に専
門的な知見を有していることから、本調査を実施する者として適切で
あると考えられ、当該法人と随意契約することとした。（契約事務細則
第２８条第１項第１号）

限度額
26,962,000

26,678,000 98.9%
企画競争

・公募 1



【随意契約に関する情報】

平成１９年８月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当役の

職名氏名
契約締結日 契約の相手方及び住所

随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
企画競争・
公募の場合

再就職の
役員数

備考

1
平成１９年度畜産物需給関係学
術研究情報収集推進事業に係
る研究委託契約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年8月8日
共立女子大学
千代田区一ツ橋2-2-1

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、契
約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務細
則第２８条第１項第１号）

限度額
1,500,000

1,500,000 100.0% 企画競争・公募

2
平成１９年度畜産物需給関係学
術研究情報収集推進事業に係
る研究委託契約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年8月15日
名古屋大学
名古屋市千種区不老町

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、契
約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務細
則第２８条第１項第１号）

限度額
1,500,000

1,500,000 100.0% 企画競争・公募

3
平成１９年度畜産物需給関係学
術研究情報収集推進事業に係
る研究委託契約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年8月20日
北里学園
港区白金5-9-1

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、契
約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務細
則第２８条第１項第１号）

限度額
1,500,000

1,500,000 100.0% 企画競争・公募

4
平成１９年度砂糖の海外情報に
関する調査の委託等について
（Agra FNP）

総括理事
伊地知俊一

平成19年8月16日

Agra FNP
Rua Bela Cintra, 967 -
11º andar - Consolação
- São Paulo –
SP - CEP01415.905,
BRAZIL

詳細な背景事情まで含めたブラジルの砂糖類の需給動向、砂
糖制度・政策等について、日本国内で情報収集することはきわ
めて困難であり、ブラジル国内に存在する業者に直接情報
ソースを求めざるを得ない。しかしながら、海外の業者と契約
する場合、商習慣の相違や、仮に競争に付した場合の事務負
担・コスト・実現可能性を考えれば、競争に付することは事実
上困難である。
Agra FNPはブラジルの砂糖およびバイオエタノールに関する
高い専門知識を有するスタッフを抱え、市場調査、分析、同国
の制度・政策調査などを行っており、当該業務の実施が十分
可能である。このことから、本機構が質の高い情報を提供する
ためにも、安定した実績と評価を有している業者である当該者
に調査を行わせることが適当であることから、同社との随意契
約とした。（契約事務細則第２８条第１項第１号）

2,000,000
15,868米ドル
（約200万円）



【随意契約に関する情報】

平成１９年９月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当役の

職名氏名
契約締結日 契約の相手方及び住所

随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
企画競争・
公募の場合

再就職の
役員数

備考

1
平成19年度畜産業振興事業に係る補
助業務委託

理事
塚田幸雄

平成19年9月１日
47都道府県知事

畜産業振興事業は、都道府県自らが行う畜産に関す
る施策と一体的に行うことにより、その適正かつ効率
的、効果的な執行を期すことが可能である。また、補助
金交付団体に対する助言、指導及び連絡調整等に係
る委託先は、これらの団体に対する指導・監督権限を
有する公的機関である都道府県しかないため随意契
約とした。
（契約事務細則第２８条第１項第６号）

－ 91,840,000 － － －
契約締結日は、４７都道
府県中最も早く締結した
県の日とした。

2
平成１９年度畜産物需給関係学術研究
情報収集推進事業に係る研究委託契
約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年9月5日
宮崎大学
宮崎市学園木花台西1-1

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、
契約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務
細則第２８条第１項第１号）

1,500,000 1,500,000 100% 企画競争・公募 －

3 事務室賃貸借契約（那覇） 那覇事務所長 平成19年9月9日 個人
　現在事務所が入居しているビルの賃貸借契約であ
り、競争に付することが困難なため。（契約事務細則第
２８条第１項第１号）

－ 1,890,000 － － －

4
加工原料乳生産者補給金交付業務に
係る委託

理事
太田裕造

平成19年9月10日 ４７都道府県知事

加工原料乳生産者補給交付金交付業務は、都道府県
自らが行う畜産に関する施策と一体的に行うことによ
り、その適性かつ効率的、効果的な執行を期すことが
可能である。また、補助金交付団体に対する助言、指
導及び連絡調整等に係る委託先は、これらの団体に
対する指導・監督権限を有する公的機関である都道府
県しかないため随意契約とした。
（契約事務細則第２８条第１項第６号）

－ 23,687,900 － － －
契約締結日は、４７都道
府県中最も早く締結した
県の日とした。

5
平成１９年度肉用子牛生産者補給金交
付業務委託

理事
太田裕造

平成19年9月10日 ４７都道府県知事

肉用子牛補給金等事業は、都道府県自らが行う畜産
に関する施策と一体的に行うことにより、その適正かつ
効率的、効果的な執行を期すことが可能である。また、
補助金交付団体に対する助言、指導及び連絡調整等
に係る委託先は、これらの団体に対する指導・監督権
限を有する公的機関である都道府県しかないため随
意契約とした。（契約事務細則第２８条第１項第６号）

－ 66,939,400 － － －
契約締結日は、４７都道
府県中最も早く締結した
県の日とした。

6
平成１９年度学校給食用牛乳供給事業
に係る補助業務委託

理事
塚田幸雄

平成19年9月10日 ４７都道府県知事

学校給食用牛乳供給事業は、都道府県自らが行う畜
産に関する施策と一体的に行うことにより、その適性
かつ効率的、効果的な執行を期することが可能であ
る。また、補助金交付団体に対する助言、指導及び連
絡調整等に係る委託先は、これらの団体に対する指
導・監督権限を有する公的機関である都道府県しかな
いため、随意契約とした。（契約事務細則第２８条第１
項第６号）

－ 30,637,350 － － －
契約締結日は、４７都道
府県中最も早く締結した
県の日とした。

7
「さとうきび及びかんしょ生産者交付金
交付システムの開発等」に係る契約変
更

理事
北野　律夫

平成19年9月11日
株式会社　インテック
東京都江東区新砂1-3-3

　本業務は、前年度に企画競争により契約締結し開発
中のシステムの仕様追加であることから、開発請負業
者である同社に委託することが最も合理的かつ効率的
であると判断した。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

－ 76,588,840 － 企画競争・公募 －

複数年度契約
（18.9.6～20.3.31）

(※)　変更前の契約額は
56,595,840円

8
「輸入でん粉等の売買等システムの開
発・変更等」に係る契約変更

理事
北野　律夫

平成19年9月11日
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
東京都港区三田1-4-28

　本業務は、前年度に企画競争により契約締結し開発
中のシステムの仕様追加であることから、開発請負業
者である同社に委託することが最も合理的かつ効率的
であると判断した。（契約事務細則第２８条第１項第１
号）

－ 87,404,000 － 企画競争・公募 －

複数年度契約
（18.9.6～20.3.31）

(※)　変更前の契約額は
76,169,000円

9
平成１９年度畜産物需給関係学術研究
情報収集推進事業に係る研究委託契
約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年9月11日
岐阜大学
岐阜市柳戸1-1

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、
契約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務
細則第２８条第１項第１号）

1,500,000 1,500,000 100% 企画競争・公募 －

10
平成１９年度畜産物需給関係学術研究
情報収集推進事業に係る研究委託契
約について

総括理事
伊地知俊一

平成19年9月11日
石川県
金沢市鞍月1-1

この業務については、委託先を公募し、審査の結果、
契約相手方の提案内容が選定されたため。（契約事務
細則第２８条第１項第１号）

900,000 900,000 100% 企画競争・公募 －

11 事務室賃貸借契約（札幌） 札幌事務所長 平成19年9月20日
（社）北海道酪農協会
札幌市中央区北3条西7丁目1番
地

　現在事務所が入居しているビルの賃貸借契約であ
り、競争に付することが困難なため。（契約事務細則第
２８条第１項第１号）

－ 3,205,440 － － －



【随意契約に関する情報】

平成１９年１０月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当役の

職名氏名
契約締結日 契約の相手方及び住所

随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
企画競争・
公募の場合

再就職の
役員数

備考

肉用子牛生産効率化推進調査
（大規模肉用牛肥育経営動向
調査）

理事
太田裕造

平成19年10月29日
全国肉牛事業協同組合
東京都港区西新橋1-
22-12

本調査は、全国の肉用牛生産者を対象としているも
のであるが、その具体的な被調査者の特定（氏名、
住所等）、調査の設問等、専門的な知見がないと対
応できないものであることから、実施可能な者は畜
産関係団体若しくは畜産関係に知見のある調査会
社等に限定されるものと考えられ、また、被調査社
からの協力の確保等の観点より、当機構から具体的
な仕様書を提示することが困難であることから、企
画競争を行うべく公募を行った。
今般、企画の提出のあった全国肉牛事業協同組合
は、平成２年度以来当機構が実施している本調査を
請け負ってきた経験を有しており、また、被調査者と
なる全国の肉用牛生産者を会員とし、肉用牛肥育経
営等に専門的な知見を有していることから、本調査
を実施する者として適切であると考えられ、当該組
合と随意契約することとした。（契約事務細則第２８
条第１項第１号）

限度額
6,047,000

5,057,000 83.6% 企画競争・公募 -



【随意契約に関する情報】

平成１９年１１月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当役の

職名氏名
契約締結日 契約の相手方及び住所

随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
再就職の
役員数

備考

1
平成１9年度輸入野菜情報収集事
業に係る海外調査（中国・韓国）

総括理事
伊地知俊一

平成19年11月22日

株式会社　日本能率協会
総合研究所
東京都港区芝公園３－１－
２２

迅速な情報収集が重要であることから中国及
び韓国に事務所等を有することが必要であり、
また、通常入手が困難な地方都市や県等の地
方政府、地元輸出企業等の情報収集が主体で
あり、非常に高度な専門性を有した情報の収
集が必要であることから、企画競争により当該
調査を公募し、審査を行った上で委託先を選定
するため。
（契約事務細則第２８条第１項第１号）

3,100,000 3,095,000 99.8% 0
企画競争・公募

2
会計監査人の選任と会計監査人と
の契約

総括理事
伊地知俊一

平成19年11月22日
あずさ監査法人
東京新宿区津久戸町1-2

本契約の相手方である「あずさ監査法人」は、
独立行政法人通則法第４０条に基づき、農林
水産大臣が選任した者であるため。（契約事務
細則第２８条第１項第１号）

- 13,650,000 - 0



【随意契約に関する情報】

平成１９年１２月分

物品役務等の名称
及び数量

契約担当役の
職名氏名

契約締結日 契約の相手方及び住所
随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
再就職の
役員数

備考

（該当無し）



【随意契約に関する情報】

平成２０年１月分

物品役務等の名称
及び数量

契約担当役の
職名氏名

契約締結日 契約の相手方及び住所
随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

落札率
再就職の
役員数

備考

該当なし



【随意契約に関する情報】

平成２０年２月分（公表日：平成２０年４月４日）

物品役務等の名称
及び数量

契約担当役の
職名氏名

契約締結日 契約の相手方及び住所
随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
再就職の
役員数

備考

1
「輸入でん粉等の売買等システム
の開発・変更等」に係る契約変更

理事
北野　律夫

平成20年2月27日

ＮＥＣネクサソリューション
ズ株式会社
東京都港区三田１－４－２
８

本業務は、前年度に企画競争により契約締結
し開発中のシステムの仕様変更・追加であるこ
とから、開発請負業者である同社に委託するこ
とが最も合理的かつ効率的であると判断した。
（契約事務細則第２８条第１項第１号）

- 4,977,000 - -

企画競争・公募
複数年度契約

（18.9.6～20.3.31）
（※）変更に係る契約金
額を加えた変更前の契
約金額は92,381,000円

2 理事長室等の内装改修工事
総括理事

伊地知　俊一
平成20年2月27日

有限会社　中建
千葉県松戸市高塚新田
498-19

麻布台ビルの内装改修工事の施工は指定業者
に限定されているため
（契約事務細則第２８条第１項第１号）

3,063,900 2,856,000 93.2% -



【随意契約に関する情報】

平成２０年３月分（公表：平成２０年４月１５日）

物品役務等の名称
及び数量

契約担当役の
職名氏名

契約締結日 契約の相手方及び住所
随意契約によることとした理由
及び契約事務細則の根拠規定

予定価格（円）
（又は限度額）

契約金額（円） 落札率
再就職の
役員数

備考

1 事務室賃貸借契約（鹿児島）
総括理事

伊地知　俊一
平成20年3月5日

太陽生命保険㈱
東京都港区海岸1-2-3

現在事務所が入居しているビルの賃貸借契約
であり、競争に付することが困難なため。（契約
事務細則第２８条第１項第１号）

－ 5,660,088 － －

2
さとうきび及びかんしょ生産者交
付金システムの仕様変更・追加
等に係る委託契約

総括理事
北野　律夫

平成20年3月13日
株式会社インテック
公共ソリューション事業推進部
東京都港区三田１－４－２８

本業務は、前年度に企画競争により契約締結
し開発したシステムの仕様変更・追加であるこ
とから、開発請負業者である同社に委託するこ
とが最も合理的かつ効率的であると判断した。
（契約事務細則第28条第1項第1号）

－ 2,223,480 － －

企画競争・公募
複数年度契約（18.9.6

～20.3.31）
（※）変更前の契約金

額は76,588,680

3
平成１９年度甘味料・でん粉需
要実態調査

総括理事
伊地知俊一

平成20年3月5日
株式会社富士経済
東京都中央区日本橋人形
町2-26-8

甘味料・でん粉の多岐にわたる品目について、
ユーザーにおける需要実態・需要動向を把握
するためには、高度な調査能力・分析能力が必
要になることから、価格のみによって契約の相
手方を決定する競争入札はなじまない。
このため、契約の相手方の選定に当たって、募
集公告により調査対象品目、調査方法、調査
項目等の諸条件を提示し、当該調査に見合う
企画書の提出を求めたところ、１者から応募が
あった。
当該者については、「選定委員会」の審査の
上、上記の条件を十分満たしていると考えられ
ることから、同者と随意契約を行った。
（契約事務細則第２８条第１項第１号）

- 7,350,000 - - 企画競争・公募
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