【随意契約に関する情報】
令和4年6月分（公表日：令和4年7月29日）

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

1

世界の家畜・食肉情報の年間
購読

令和4年度肉用子牛生産者補
2 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
3 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
4 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

農業・食品分野では、家畜・食肉をはじめ
酪農、穀物・飼料など市場情報や分析等
を配信している。世界的ネットワークを活
Markit Group Limited,
かした他では得られない的確な情報提供
Ropemaker Place, 4th
をしており、当機構の情報収集業務に当
Floor, 25 Ropemaker
たって、法人の目的を達成するために不
Street, London, EC2Y 9LY,
可欠な特定の情報について当該情報を提
United Kingdom
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号ニ（v））

-

1,163,565

-

0

-

理事
藤野 哲也

北海道
令和4年6月13日 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））

-

2,220,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
青森県
令和4年6月13日 青森県青森市長島1丁目1 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
番1号
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））

-

1,051,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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））

-

1,641,000

-

0

-

理事
菅宮 真樹

令和4年6月9日

岩手県
令和4年6月13日 岩手県盛岡市内丸10番1
号

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

令和4年度肉用子牛生産者補
5 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
6 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
7 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
8 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
9 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
宮城県
令和4年6月13日 宮城県仙台市青葉区本町 あって、機構の「肉用子牛生産者補給交
3丁目8番1号
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））

-

1,117,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
秋田県
令和4年6月13日 秋田県秋田市山王四丁目 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
1番1号
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））

-

1,350,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

福島県
令和4年6月13日 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））

-

2,284,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

栃木県
令和4年6月13日 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））

-

1,055,300

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
兵庫県
る業務の一部を委託することができる者で
令和4年6月13日 兵庫県神戸市中央区下山 あって、機構の「肉用子牛生産者補給交
手通5丁目10番1号
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））

-

1,700,000

-

0

-

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

令和4年度肉用子牛生産者補
10 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
11 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
12 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
13 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
14 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

鳥取県
令和4年6月13日 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））

-

1,122,000

-

0

-

徳島県
令和4年6月13日 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））

-

1,002,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

愛媛県
令和4年6月13日 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））

-

1,030,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
福岡県
令和4年6月13日 福岡県福岡市博多区東公 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
園7番7号
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））

-

1,001,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
熊本県
る業務の一部を委託することができる者で
令和4年6月13日 熊本県熊本県熊本市水前 あって、機構の「肉用子牛生産者補給交
寺6丁目18番1号
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））

-

1,205,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

理事
藤野 哲也

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

令和4年度肉用子牛生産者補
15 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
16 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
17 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

令和4年度肉用子牛生産者補
18 給交付金等交付業務等に係る
事務委託

19

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
大分県
令和4年6月13日 大分県大分県大分市大手 あって、機構の「肉用子牛生産者補給交
町3丁目1番1号
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））

-

1,894,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

宮崎県
令和4年6月13日 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））

-

2,675,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
鹿児島県
る業務の一部を委託することができる者で
令和4年6月13日 鹿児島県鹿児島市鴨池新 あって、機構の「肉用子牛生産者補給交
町10番1号
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））

-

2,270,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
沖縄県
令和4年6月13日 沖縄県那覇市泉崎1丁目2 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
番地2号
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））

-

1,077,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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））

-

12,816,000

-

0

-

北海道
令和4年6月14日 北海道札幌市中央区北3
条西6丁目

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

20

21

22

23

24

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
青森県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 青森県青森市長島1丁目1
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番1号
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））

-

2,395,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

岩手県
令和4年6月14日 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））

-

4,360,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
宮城県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 宮城県仙台市青葉区本町
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
3丁目8番1号
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））

-

2,779,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
秋田県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 秋田県秋田市山王四丁目
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
1番1号
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））

-

2,023,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
山形県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 山形県山形市松波2丁目8
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番1号
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））

-

1,828,000

-

0

-

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

25

26

27

28

29

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

福島県
令和4年6月14日 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））

-

3,040,000

-

0

-

栃木県
令和4年6月14日 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））

-

2,872,000

-

0

-

群馬県
令和4年6月14日 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））

-

2,001,600

-

0

-

理事
藤野 哲也

埼玉県
令和4年6月14日 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））

-

1,584,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
神奈川県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 神奈川県横浜市中区日本
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
大通1番
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））

-

1,421,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

理事
藤野 哲也

理事
藤野 哲也

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）
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34

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

山梨県
令和4年6月14日 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））

-

1,352,563

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
長野県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 長野県長野市大字南長野
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
字幅下692番地2
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））

-

1,248,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
新潟県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 新潟県新潟市中央区新光
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
町4番地1
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））

-

1,555,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

富山県
令和4年6月14日 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））

-

1,426,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
石川県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 石川県金沢市鞍月1丁目1
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番地
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））

-

1,470,000

-

0

-

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

35

36
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38

39

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
京都府
京都府京都市上京区下立 る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日
売通新町西入藪の内町85 り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番地3
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））

-

1,323,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
兵庫県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 兵庫県神戸市中央区下山
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
手通5丁目10番1号
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））

-

2,296,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
和歌山県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 和歌山県和歌山市小松原
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
通1丁目1番地
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））

-

1,310,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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））

-

1,809,000

-

0

-

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））

-

1,051,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

鳥取県
令和4年6月14日 鳥取県鳥取市東町1丁目
220番地

令和4年6月14日

島根県
島根県松江市殿町1番

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）
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令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
岡山県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 岡山県岡山市北区内山下
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
2丁目4番6号
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））

-

1,061,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
広島県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 広島県広島市中区基町10
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番52号
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））

-

1,585,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
山口県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日
山口県山口市滝町1番1号 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））

-

1,473,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

徳島県
令和4年6月14日 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））

-

1,692,000

-

0

-

愛媛県
令和4年6月14日 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））

-

1,668,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）
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46

47

48

49

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

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
高知県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 高知県高知市丸ノ内1丁目
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
7番52号
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））

-

1,344,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
福岡県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 福岡県福岡市博多区東公
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
園7番7号
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））

-

2,014,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
長崎県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日
長崎県長崎市上町3番１号 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））

-

3,588,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
熊本県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 熊本県熊本県熊本市水前
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
寺6丁目18番1号
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））

-

3,916,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
大分県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 大分県大分県大分市大手
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
町3丁目1番1号
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））

-

2,456,000

-

0

-

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

50

51

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

理事
藤野 哲也

宮崎県
令和4年6月14日 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））

-

4,377,000

-

0

-

理事
藤野 哲也

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
鹿児島県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 鹿児島県鹿児島市鴨池新
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
町10番1号
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

-

0

-

-

2,983,000

-

0

-

-

1,149,876

-

0

-

52

令和4年度畜産業振興事業に
係る補助業務委託

理事
藤野 哲也

53

ブラジル農畜産物月次統計情
報の年間購読

理事
菅宮 真樹

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
沖縄県
る者に委託することができると規定してお
令和4年6月14日 沖縄県那覇市泉崎1丁目2
り、これに基づき、「畜産業振興事業に係
番地2号
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））
同社は、農業のみならず金融から商工
業、さらには宇宙事業まで幅広く調査・分
析を行う世界有数の調査会社である。当
該情報は、同社サンパウロ事務所の農業
IHS Markit Agribusiness
コンサルタント部門が現地の各種統計か
Brazil Ltda, Av. Paulista,
ら必要な情報を抽出するとともに自前の統
令和4年6月15日 726-17floor CEP 01310計を加え独自に編集したもので、豊富な
100-SAO PAULO -SP
ネットワークを活かした他では得られない
Brazil
的確な情報提供をしており、当機構の南
米農畜産物需給情報の収集に当たって不
可欠な存在である。（契約事務細則第28
条第1項第1号ニ（v））

工事の名称、場所、期間及び
随意契約によることとした契約事務細則
契約事務責任者
契約の相手方の商号又は
契約を締結した日
種別又は物品等若しくは役務
の根拠規定及び理由（企画競争又は参
の職名及び氏名
名称及び住所
の名称及び数量
加確認型公募を経た場合はその旨）

54

アドバンストレーディング社の年
会費

理事
菅宮 真樹

55

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

56

那覇事務所職員宿舎用の貸室
賃貸借契約

那覇事務所長
坂上 大樹

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員数

備考

同社は、実際に穀物の取引業務を行う部
署を有し、米国のみならず世界の飼料穀
物等の生産・価格・流通状況等について、
他では得られない精緻な情報を会員のみ
に提供しており、契約の目的物件等が特
定の者からで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につい
て当該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号二（ｖ））

-

1,631,520

-

0

-

本業務は、機構ホームページの管理・配
信を行うために使用しているCＭＳソフト
「ＡＬＡＹＡ」の保守業務であり、同ソフトの
開発元である彼方株式会社以外の者が本
業務を実施しようとする場合、ＡＬＡＹＡの
使用ライセンスを購入し、機構と同じ整備
彼方株式会社
令和4年6月22日 東京都渋谷区恵比寿西1- 環境を整備する必要があることから、価格
面での競争が難しいことが推察される。し
16-6
たがって、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たため、参
加確認型公募を実施したところ、応募者が
なかったため。（契約事務細則第28条第１
項第１号ロ(ⅰ)に準ずるト））

-

4,477,000

-

0

-

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）
ロ（ⅲ））

-

2,467,200

-

0

単価契約
賃借料102,800円/月

ADVANCE TRADING inc.
1619 Commerce Parkway
令和4年6月15日 Bloomington,IL 61704
United States of America

株式会社丸島産業
令和4年6月28日 沖縄県那覇市真嘉比3丁
目14－15

