
青森県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
青森県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人青森県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，０５７，５７７円（税込） 

その他必要な事項  

 



岩手県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
岩手県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，３１７，１７６円（税込） 

その他必要な事項  

 



宮城県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
宮城県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人宮城県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，７８１，８１８円（税込） 

その他必要な事項  

 



秋田県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
秋田県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

全国農業協同組合連合会秋田県本部 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，１８４，６７３円（税込） 

その他必要な事項  

 



山形県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
山形県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人山形県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，０５８，４６０円（税込） 

その他必要な事項  

 



福島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
福島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

福島県養豚協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７１１，４９１円（税込） 

その他必要な事項  

 



茨城県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
茨城県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人茨城県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，６５６，８００円（税込） 

その他必要な事項  

 



栃木県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
栃木県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人栃木県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７９５，００９円（税込） 

その他必要な事項  

 



群馬県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
群馬県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人群馬県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，４８３，３００円（税込） 

その他必要な事項  

 



埼玉県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
埼玉県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人埼玉県畜産会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ９７２，０００円（税込） 

その他必要な事項  

 



千葉県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
千葉県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人千葉県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，３４２，１６７円（税込） 

その他必要な事項  

 



神奈川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る

参加確認型公募の結果     

 

調達件名 
神奈川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調

整等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人神奈川県養豚協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ９３８，１９７円（税込） 

その他必要な事項  

 



新潟県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
新潟県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人新潟県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，２５８，１６８円（税込） 

その他必要な事項  

 



富山県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
富山県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人富山県畜産振興協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７３０，４２４円（税込） 

その他必要な事項  

 



石川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
石川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人石川県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ６８２，９９２円（税込） 

その他必要な事項  

 



長野県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
長野県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人長野県畜産物価格安定基金協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １７２，２６２円（税込） 

その他必要な事項  

 



岐阜県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
岐阜県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人岐阜県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ９９１，４４０円（税込） 

その他必要な事項  

 



静岡県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
静岡県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

静岡県養豚協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，５０８，５６５円（税込） 

その他必要な事項  

 



愛知県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
愛知県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人愛知県養豚協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，１７５，５６４円（税込） 

その他必要な事項  

 



三重県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
三重県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人三重県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，０３３，４６４円（税込） 

その他必要な事項  

 



滋賀県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
滋賀県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人滋賀県畜産振興協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ６９５，７５７円（税込） 

その他必要な事項  

 



京都府における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
京都府における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人京都府畜産振興協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ６９１，２９７円（税込） 

その他必要な事項  

 



大阪府における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
大阪府における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人大阪府畜産会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７１２，４５４円（税込） 

その他必要な事項  

 



兵庫県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
兵庫県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人兵庫県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７５３，８４０円（税込） 

その他必要な事項  

 



奈良県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
奈良県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

― 

特定事業者の個人・法人

の別 
― 

契約に係る業種の区分 ― 

契約金額 ― 

その他必要な事項 契約不成立 

 



鳥取県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
鳥取県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人鳥取県畜産推進機構 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７９４，８８０円（税込） 

その他必要な事項  

 



島根県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
島根県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人島根県畜産振興協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ６１８，４１４円（税込） 

その他必要な事項  

 



広島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
広島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人広島県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ８５７，６８７円（税込） 

その他必要な事項  

 



山口県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
山口県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人山口県畜産振興協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ６２９，４９９円（税込） 

その他必要な事項  

 



徳島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
徳島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人徳島県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ８２０，８００円（税込） 

その他必要な事項  

 



香川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
香川県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人香川県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ５６２，０９４円（税込） 

その他必要な事項  

 



愛媛県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
愛媛県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人愛媛県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７９３，１８８円（税込） 

その他必要な事項  

 



高知県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
高知県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人高知県配合飼料価格安定基金協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ４２６，７９６円（税込） 

その他必要な事項  

 



福岡県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
福岡県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人福岡県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ７８３，３００円（税込） 

その他必要な事項  

 



佐賀県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
佐賀県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人佐賀県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，１０１，６００円（税込） 

その他必要な事項  

 



長崎県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
長崎県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

一般社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 １，３３９，２００円（税込） 

その他必要な事項  

 



熊本県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
熊本県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人熊本県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，０４０，０００円（税込） 

その他必要な事項  

 



大分県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
大分県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人大分県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ９１３，３９９円（税込） 

その他必要な事項  

 



宮崎県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
宮崎県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人宮崎県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，４８２，９２５円（税込） 

その他必要な事項  

 



鹿児島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る

参加確認型公募の結果     

 

調達件名 
鹿児島県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調

整等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益社団法人鹿児島県畜産協会 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ２，７１０，８００円（税込） 

その他必要な事項  

 



沖縄県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等業務の委託に係る参

加確認型公募の結果     

 

調達件名 
沖縄県における肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整

等業務の委託 

応募期間 平成３１年２月４日～平成３１年２月１９日 

応募者数 ０者 

応募者がなかったことによ

り随意契約を締結すること

とした特定事業者の名称 

公益財団法人沖縄県畜産振興公社 

特定事業者の個人・法人

の別 
法人 

契約に係る業種の区分 役務等 

契約金額 ９８６，６０８円（税込） 

その他必要な事項  

 


