
【随意契約に関する情報】

令和２年６月分（公表日：令和２年７月31日）

工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

1
那覇事務所職員宿舎用の貸室
賃貸借契約

那覇事務所長
坂西  裕介

令和2年6月2日
個人
沖縄県那覇市（以下、個人
情報のため省略）

職員宿舎貸付規程及び職員宿舎借上基
準に基づき借上げた宿舎の更新に該当す
るため。
（契約事務細則第28条第1項第1号のニの
（ⅱ））

 省略（契約事務細
則第34条第1項第2
号）

             1,056,000 - 0
単価契約
賃借料88,000円/月

2
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
北海道
北海道札幌市中央区北3
条西6丁目

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

            12,565,000            12,565,000 100.00% 0

3
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
青森県
青森県青森市長島1丁目1
番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,349,000              2,349,000 100.00% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

4
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1
号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              4,317,000              4,317,000 100.00% 0

5
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
宮城県
宮城県仙台市青葉区本町
3丁目8番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,783,000              2,783,000 100.00% 0

6
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
秋田県
秋田県秋田市山王四丁目
1番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,984,000              1,984,000 100.00% 0

7
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
山形県
山形県山形市松波2丁目8
番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,793,000              1,793,000 100.00% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

8
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
福島県
福島県福島市杉妻町2番
16号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              3,145,000              3,145,000 100.00% 0

9
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
茨城県
茨城県水戸市笠原町978
番地6

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,686,000              1,166,000 69.16% 0

10
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁
目1番20号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,994,000              2,994,000 100.00% 0

11
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
群馬県
群馬県前橋市大手町1丁
目1番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,125,000              1,859,000 87.48% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

12
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
埼玉県
埼玉県さいたま市浦和区
高砂三丁目15番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,564,000              1,564,000 100.00% 0

13
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
千葉県
千葉県千葉市中央区市場
町1番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,001,000              1,377,000 68.82% 0

14
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
神奈川県
神奈川県横浜市中区日本
大通1番

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,465,000              1,465,000 100.00% 0

15
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
山梨県
山梨県甲府市丸の内1丁
目6番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,378,000              1,378,000 100.00% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

16
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
長野県
長野県長野市大字南長野
字幅下692番地2

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,384,000              1,384,000 100.00% 0

17
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
新潟県
新潟県新潟市中央区新光
町4番地1

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,551,000              1,551,000 100.00% 0

18
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
富山県
富山県富山市新総曲輪1
番7号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,398,000              1,398,000 100.00% 0

19
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1
番地

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,442,000              1,442,000 100.00% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

20
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
愛知県
愛知県名古屋市中区三の
丸3丁目1番2号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,109,000              1,109,000 100.00% 0

21
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日

京都府
京都府京都市上京区下立
売通新町西入藪の内町85
番地3

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,345,000              1,345,000 100.00% 0

22
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山
手通5丁目10番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,252,000              2,252,000 100.00% 0

23
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
和歌山県
和歌山県和歌山市小松原
通1丁目1番地

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,311,000              1,202,000 91.69% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

24
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
鳥取県
鳥取県鳥取市東町1丁目
220番地

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,775,000              1,775,000 100.00% 0

25
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
島根県
島根県松江市殿町1番

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,031,000              1,031,000 100.00% 0

26
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
岡山県
岡山県岡山市北区内山下
2丁目4番6号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,176,000              1,176,000 100.00% 0

27
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
広島県
広島県広島市中区基町10
番52号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,625,000              1,625,000 100.00% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

28
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
山口県
山口県山口市滝町1番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,445,000              1,445,000 100.00% 0

29
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
徳島県
徳島県徳島市万代町1丁
目1番地

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,663,000              1,663,000 100.00% 0

30
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
愛媛県
愛媛県松山市一番町4丁
目4番地2

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,636,000              1,636,000 100.00% 0

31
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
高知県
高知県高知市丸ノ内1丁目
7番52号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,331,000              1,004,000 75.43% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

32
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
福岡県
福岡県福岡市博多区東公
園7番7号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,976,000              1,976,000 100.00% 0

33
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
佐賀県
佐賀県佐賀市城内1丁目1
番59号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              1,079,000              1,079,000 100.00% 0

34
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
長崎県
長崎県長崎市上町3番１号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              3,579,000              3,579,000 100.00% 0

35
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
熊本県
熊本県熊本市中央区水前
寺6丁目18番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              3,878,000              3,831,000 98.79% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

36
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
大分県
大分県大分市大手町3丁
目1番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              2,408,000              2,408,000 100.00% 0

37
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁
目10番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              5,543,000              4,377,000 78.96% 0

38
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新
町10番1号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              5,087,000              4,613,000 90.68% 0

39
令和２年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
土肥　俊彦

令和2年6月4日
沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2
番地2号

独立行政法人農畜産業振興機構業務方
法書第253条第1項第2号において、畜産
業振興事業に対する補助に係る業務につ
いては、都道府県その他理事長の指定す
る者に委託することができると規定してお
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
る補助業務委託要綱」において、都道府
県に委託する場合における委託業務の内
容を定めているため（契約事務細則第28
条第1項第1号イ（Ⅴ））

              3,110,000              3,000,000 96.46% 0



工事の名称、場所、期間及び
種別又は物品等若しくは役務

の名称及び数量

契約事務責任者
の職名及び氏名

契約を締結した日
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契約事務細則
の根拠規定及び理由（企画競争又は参

加確認型公募を経た場合はその旨）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員数

備考

40
アドバンストレーディング社の年
会費

理事
藤原　直

令和2年6月24日
ADVANCE TRADING inc.
1619 Commerce Parkway
Bloomington,IL 61704

契約の目的物件等が特定の者からではな
ければ調達することができないものである
ときで、法人の目的を達成するために不
可欠な特定の情報を提供することが可能
な者から提供を受けるものに該当するた
め。（契約事務細則第28条第1項第1号の
二の（ｖ））

 省略（契約事務細
則第34条第1項第1
号）

             1,287,240 - 0

41
鹿児島事務所職員宿舎用の建
物賃貸借契約

鹿児島事務所長
石井  稔

令和2年6月30日
有限会社南西運送
鹿児島県鹿児島市高麗町
9-28

職員宿舎貸付規程及び職員宿舎借上基
準に基づき借上げた宿舎の更新に該当す
るため。
（契約事務細則第28条第1項第1号のニの
（ⅱ））

 省略（契約事務細
則第34条第1項第2
号）

             1,680,000 - 0

単価契約
賃借料70,000円／月
（敷金、火災保険料、
仲介手数料、光熱水
料は含まない）


	随意契約様式(令和２年6月分　公表用）

