
【随意契約に関する情報】

令和2年7月分（公表日：令和2年8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7月3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契約に該当するため。
（契約事務細則第28条第1項（1）のロの（ⅲ））

 省略（契約事務細
則第34条第1項第2
号）

             1,668,000 - 0
単価契約
賃借料69,500円/月

2
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             2,242,000              2,242,000 100.00% 0 -

3
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,061,000              1,061,000 100.00% 0 -

4
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,624,000              1,624,000 100.00% 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

5
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,116,000              1,116,000 100.00% 0 -

6
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,348,000              1,348,000 100.00% 0 -

7
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             2,307,000              2,307,000 100.00% 0 -

8
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,035,000              1,035,000 100.00% 0 -

9
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,698,000              1,698,000 100.00% 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

10
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,120,000              1,120,000 100.00% 0 -

11
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,027,000              1,027,000 100.00% 0 -

12
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,212,000              1,212,000 100.00% 0 -

13
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,892,000              1,892,000 100.00% 0 -

14
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6日
宮崎県
宮崎県橘通東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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             2,660,000              2,660,000 100.00% 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

15
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             2,292,000              2,292,000 100.00% 0 -

16
令和２年度肉用子牛生産者補
給交付金等交付業務等に係る
事務委託

理事
土肥 俊彦

令和2年7月6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号に規定する肉用子牛につい
ての生産者補給交付金等に係る業務の一部を
委託することができる者であって、機構の「肉用
子牛生産者補給交付金等交付業務等事務委託
要綱」の規定により、都道府県が契約の相手方
として定められているため
（契約事務細則第28条第1項第1号イ（v））

             1,084,000              1,084,000 100.00% 0 -

17
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
北海道
北海道札幌市中央区北3
条西6丁目

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              4,070,000 - 0 -

18
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
岩手県
岩手県盛岡市内丸10-1

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,245,000 - 0 -

19
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
福島県
福島県福島市杉妻町2-16

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,014,000 - 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年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
埼玉県
埼玉県さいたま市浦和区
高砂3-15-1

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,553,000 - 0 -

21
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,045,000 - 0 -

22
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
愛知県
愛知県名古屋市中区三の
丸3丁目1-2

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,161,000 - 0 -

23
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山
手通5丁目10-1

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,653,000 - 0 -

24
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
愛媛県
愛媛県松山市一番町4-4-
2

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,052,000 - 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

25
令和２年度加工原料乳生産者
補給交付金等交付業務の業務
委託

総括理事
渡辺 裕一郎

令和2年7月14日
福岡県
福岡県福岡市博多区東公
園7番7号

業務委託要綱の規定により、契約の相手方とし
て定められているため。（契約事務細則第28条
第1項第1号イ（ｖ））

 -              1,160,000 - 0 -

26
Web会議サービス（Microsoft
Teams）の調達及び設定業務

総括理事
瀬島 浩子

令和2年7月27日

株式会社日立システムズ
公共・社会営業統括本部
東京都中央区日本橋兜町
1-4

本業務の実施に当たっては、新型コロナウイル
スの感染が拡大している中、早急に機構内外で
行われる会議等をWeb会議サービスに対応させ
るため、Microsoft Teamsを含むMicrosoft 365の
ライセンスを調達するとともに、機構情報ネット
ワークシステムの設定を変更する必要がある
が、当該設定変更は、現行の保守業者
（Microsoft 365導入業者）でないと対応できない
ことから、競争に付すると、法人において特に必
要とする物件を得ることができないときに該当す
るとして、随意契約によることとした。
（契約事務細則第28条第1項第1号ホ）

 -             10,065,000 - 0 -

27
ALAYA（ホームページ管理シス
テム）の保守業務

総括理事
瀬島 浩子

平成31年4月１日
（覚書締結日）

（令和2年7月28日）

彼方株式会社
 東京都渋谷区恵比寿西1-
16-6 モワビル2階

本業務を行うためには、ALAYAの使用ライセン
スを購入し、機構と同じ検証環境を整備する必
要がある。ライセンスを持っていない者は新たに
ライセンスを購入する必要があり、既に持ってい
る者と比較すると価格面が不利であり、入札を
控えることにより1者応札が続いていると推測さ
れる。従って、特定事業者以外の者が応札する
ことは見込めないと考えられるため、参加確認
型公募を実施したところ、応募者がいなかったこ
とから、、契約事務細則第28条第１項第１号のト
に該当する場合として随意契約によることとし
た。

 -
 4,536,000

（契約額変更）
4,745,333

- 0 1,512,000円/年

28
和牛肉保管在庫支援緊急対策
事業システム構築等委託業務

理事
土肥 俊彦

令和2年7月30日
株式会社数理計画
東京都千代田区神田猿楽
町2-5-4

本事業の実施にあたっては、システム構築に係
る高度な技術に加え、牛の個体識別情報等に
関する知識等が必要となるため、契約の性質及
び目的が価格のみによる競争を許さない上、事
業の特性により、契約の仕様が事前に確定でき
ないことから、総合評価落札方式による一般競
争入札を実施したが、落札者がなかったことか
ら、契約事務細則第29条の規定に基づき、予定
価格の制限の範囲内で見積書の提出のあった
（株）数理計画との間で随意契約を締結すること
とした。

 -              9,680,000 - 0 -


	随意契約様式(令和２年7月分　公表用）

