
国立研究開発法人　水産研究・教育機構

再就職の

根拠規定等 理　　　　由
企画競争
or公募

役員の数
公益法人の
区分

国所管、都道
府県所管

応札･応募者
数

役務 講義棟及び多目的学生教育棟昇降機保守点検業務
独立行政法人水産大学校
理事長　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成28年2月15日
東芝エレベーター（株）中国支社
広島県広島市中区大手町２-７-１０

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 1,388,016 - - -

役務 本部事務所賃貸借
国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月4日
住商ビルマネージメント（株）
東京都中央区晴海１-８-８

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
本部事務所を本貸室にて引き続き５年間賃借することを法人として意思決定したこ
とにより、現行覚書の自動更新条項に基づき更新するため。

463,715,280
複数年契約
（28.4.1～
33.3.31）

- - -

役務 独立行政法人会計システム運用支援業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月11日
（株）ＮＴＴデータ・アイ
東京都新宿区揚場町１-１８

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第17号）
独立行政法人会計システムの著作権は(株)NTTデータ・アイが有しており、運用支援
業務は同者のみが直接行っているため。

10,735,200 - - -

役務 日本海区水産研究所宮津庁舎土地賃貸借
国立研究開発法人水産総合研究センター
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成28年3月11日
公益財団法人京都府水産振興事業団
京都府宮津市字小田宿野１０２９-３

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

4,060,977 公財 都道府県所管 -

役務
瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎土地賃貸借（香川
県）

国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年3月14日
香川県
香川県高松市番町４-１-１０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

9,687,687
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務 東北区水産研究所宮古庁舎土地賃貸借契約
国立研究開発法人水産総合研究センター
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年3月15日
岩手県
岩手県盛岡市内丸１０-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

3,191,820 - - -

役務 アルゴスシステム利用に関する情報提供業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成28年3月18日
（株）キュービック・アイ
東京都品川区西五反田２-１５-９

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第6号)
本業務はフランスＣＬＳ社のアルゴスシステムに受信されたデータによる情報の提
供を受けるものであり、同社の日本国内代理店は(株)キュービック・アイのみであ
るため。

2,011,955 単価契約 - - -

役務
平成28年度海洋水産資源開発事業（小型底びき
網：久慈浜地区）に係る流通販売改善対策の構築
に関する委託事業

国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月22日
一般社団法人海洋水産システム協会
東京都中央区日本橋３-１５-８

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 14,753,096 - - -

役務 機械棟空調設備保守業務
独立行政法人水産大学校
理事長　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成28年3月23日
パナソニック産機システムズ（株）中国支店
広島県広島市西区商工センター４-９-９

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
本業務の実施に当たっては、本装置の構成・機能・性能・機器の特性等を熟知して
いることが必要不可欠であるが、製造元であるパナソニック産機システムズ(株)は
これらの詳細情報を公開していないため。

2,326,320 - - -

役務
国立研究開発法人水産研究・教育機構本部事務所
清掃業務

国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月25日
エス・シー・ビルサービス（株）
東京都中央区晴海１-８-８

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
本部事務所があるクイーンズタワーＢ棟では、「クイーンズタワーＢ・Ｃ館内使用
規則」により事務所清掃業者が指定されているため。

5,701,570 - - -

役務 電子ジャーナルサービス提供業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月25日
エルゼビア･ビー･ブイ
オランダ王国アムステルダム市ラーダｰヴェヒ
２９

特例規程第19条
第2号

出版元が直接販売していることから、競争を許さないため。 15,544,758 特定調達 - - -

役務 水温データ情報提供業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月25日
（株）気象海洋コンサルタント
神奈川県横浜市中区花咲町３-１０３-２

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 2,300,400 - - -

役務 ＬＥＤ船上灯システム改修業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年3月25日
（株）東和電機製作所
北海道函館市吉川町６-２９

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
ＬＥＤ船上灯システムを構成する灯体のＬＥＤ基盤・フレーム等の各部品及び電源
装置・調光操作盤の各装置は専用設計品であり、製造メーカーである（株）東和電
機製作所は、これらの詳細図面等を他者に公開しておらず、メンテナンスや改修作
業等は代理店等を通さず、自社が直接行っているため。

9,504,000 - - -

公益法人の場合

平成２８年度　随意契約に係る情報の公表（役務）
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役務 平成29年度一般入学試験　大阪会場賃貸借
独立行政法人水産大学校
理事長　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成28年3月28日
（株）ティーケーピー
東京都新宿区市谷八幡町８

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 958,788 - - -

役務 こたか丸陸上事務所及び駐車場賃貸借
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年3月30日
広島県広島港湾振興事務所
広島県広島市南区宇品海岸２-２３-５３

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

800,628 - - -

役務 平成29年度一般入学試験　福岡会場賃貸借
独立行政法人水産大学校
理事長　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成28年3月30日
（株）ティーケーピー
東京都新宿区市谷八幡町８

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 2,072,457 - - -

役務 中央水産研究所衛星受信装置保守点検業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年3月31日
日本舶用エレクトロニクス（株）
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川２-４０-７

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
衛星受信装置は米国シ-スペース・コーポレーションの開発したシースペース・シス
テムにて構成されるが、本装置及びソフトウェアのサポート業務についての日本国
内での代理店は日本舶用エレクトロニクス（株）のみとなっているため。

8,852,760 - - -

役務 AVANCE800型核磁気共鳴（NMR）装置保守点検業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年3月31日
ブルカー・バイオスピン（株）
神奈川県横浜市神奈川区守屋町３-９

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
ブルカー・バイオスピン（株）製のＡＶＡＮＣＥ800型核磁気共鳴（ＮＭＲ）装置の
保守業務については、当該機器の機器構成や詳細仕様を熟知している必要がある
が、同社は保守に係る技術を他者に移管せず直接実施しているため。

10,021,104 - - -

役務 瀬戸内海区水産研究所百島庁舎土地賃貸借
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年3月31日 個人情報非公表
会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

22,880,115
複数年契約
（28.4.1～
33.3.31）

- - -

役務
国立研究開発法人水産研究・教育機構船主責任保
険

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
日本船主責任相互保険組合
東京都中央区日本橋人形町２-１５-１４

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 10,979,304 - - -

役務 土地借料（根室さけます事業所）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長事務代理　大迫　典久
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成28年4月1日
北海道
北海道札幌市中央区北６条西６

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

7,928,204 - - -

役務 東北区水産研究所八戸庁舎土地賃貸借契約
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年4月1日
八戸市
青森県八戸市内丸１-１-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

1,211,949 - - -

役務 日本海区水産研究所能登島庁舎土地賃貸借
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成28年4月1日
石川県
石川県金沢市鞍月１-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

938,200 - - -

役務 日本海区水産研究所小浜庁舎土地賃貸借
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成28年4月1日
福井県
福井県福井市大手３-１７-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

14,537,430
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務
瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎土地賃貸借（高松
市）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長事務代理　首藤　宏幸
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年4月1日
高松市
香川県高松市番町１-８-１５

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

3,476,646
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務
瀬戸内海区水産研究所伯方島庁舎土地賃貸借（愛
媛県）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長事務代理　首藤　宏幸
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年4月1日
愛媛県
愛媛県松山市一番町４-４-２

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

5,504,265
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務 西海区水産研究所まぐろ飼育研究施設土地賃貸借
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長事務代理　青野　英明
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年4月1日
長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所
長崎県長崎市国分町３-３０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

11,674,972 - - -
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役務

「平成28年度有明海・八代海再生等評価支援（有
明海二枚貝類の減少要因解明等調査）」業務にか
かる有明海におけるタイラギ着底量変動要因の検
討業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長事務代理　青野　英明
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年4月1日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３-１５-１

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

4,522,284 - - -

役務
「平成28年度有明海・八代海再生等評価支援（有
明海二枚貝類の減少要因解明等調査）」業務にか
かる二枚貝の母貝適地の考察業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長事務代理　青野　英明
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年4月1日
国立大学法人佐賀大学
佐賀県佐賀市本庄町１

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

9,783,072 - - -

役務 増養殖研究所南伊豆庁舎土地借上料（静岡県）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成28年4月1日
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町９-６

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

4,519,917
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務 増養殖研究所南伊豆庁舎土地借上料（南伊豆町）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成28年4月1日
南伊豆町
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務又は業務を行うことが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

2,193,000
複数年契約
（28.4.1～
31.3.31）

- - -

役務
平成28年度海洋水産資源開発事業（小型底びき
網：久慈浜地区）に係る資源の持続的利用方法の
開発に関する委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
茨城県水産試験場
茨城県ひたちなか市平磯町三ツ塚３５５１-８

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 2,334,208 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人鹿児島大学
鹿児島県鹿児島市郡元１-２１-２４

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

1,495,444 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人長崎大学
長崎県長崎市文教町１-１４

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

3,167,122 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人東京海洋大学
東京都港区港南４-５-７

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

1,165,454 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人東京大学（新領域創成科学研究
科）
千葉県柏市柏の葉５-１-５

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

1,964,376 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人東京大学（大気海洋研究所）
千葉県柏市柏の葉５-１-５

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

2,549,089 - - -

役務
「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機
構の解明」委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人北海道大学
北海道札幌市北区北１０条西５

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

7,932,492 - - -

役務

平成28年度環境研究総合推進費「遺伝子編集技術
を用いた不妊化魚による外来魚の根絶を目的とし
た遺伝子制圧技術の基盤開発」による研究委託業
務のうち「外来魚の生物特性の把握と資源量評価
手法の開発」による研究委託業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月1日
国立大学法人三重大学
三重県津市栗真町屋町１５７７

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第19号）
国の委託事業の公募等に共同研究グループの中核機関として応募し受託した事業で
あって、当該事業を遂行するために、その一部を当該共同研究グループの構成機関
内に対して再委託するものであるため。

3,700,000 - - -

役務
平成28年度放射性物質影響解明調査委託事業費に
よる委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年4月7日
公益財団法人ふくしま海洋科学館
福島県いわき市小名浜字辰巳町５０

会計規程第36条
第1項第1号

本事業は、委託元と当機構との委託契約書において再委託先が指定されているた
め。

3,000,000 公財 都道府県所管 -

役務
超高速高精度ゲノム配列決定システム保守点検業
務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年4月20日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 4,924,800 - - -
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役務 自動分取精製用質量分析システム保守点検業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年4月25日
西川計測（株）
東京都港区三田３-１３-１６

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
システムを構成する、アジレント・テクノロジー（株）製の分取液体クロマトグラ
フィ／質量分析装置並びに(株)エアーテック製の窒素ガス発生装置の保守業務は、
当該装置の機器構成や詳細仕様を熟知している者が行う必要があるが、両メーカー
は西川計測(株)のみを指定代理店としているため。

2,631,960 - - -

役務
平成28年度放射能調査研究費による研究開発に係
る委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年4月26日
沖縄県水産海洋技術センター
沖縄県糸満市喜屋武１５２８

会計規程第36条
第1項第1号

本事業は、委託元と当機構との委託契約書において再委託先が指定されているた
め。

1,097,000 - - -

役務 中央水産研究所冷蔵庫更新工事設計業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月26日
コンストラクションインベストメントマネ
ジャーズ（株）
大阪府大阪市中央区内本町２-４-７

契約事務取扱規
程第30条第3項

落札者が契約の締結を辞退したため。 2,696,760 - - -

役務
水産工学研究所漁港水理実験棟津波実験水路整備
他改修工事設計業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年4月27日
（有）枝川建築設計事務所
茨城県土浦市並木４-１-３６

契約事務取扱規
程第30条第3項

落札者が契約の締結を辞退したため。 4,316,320 - - -

役務
スケトウダラ音響トロール調査に係る用船及び対
象魚生物学的精密測定等業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年5月16日
海洋エンジニアリング（株）
東京都台東区台東４-２８-１１

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 22,142,322 - - -

役務
和歌山県以西のノルパックネットサンプル分析業
務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年5月16日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 14,683,680 単価契約 - - -

役務 平成28年度放射性物質影響解明調査委託事業
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年5月20日
福島県
福島県福島市杉妻町２-１６

会計規程第36条
第1項第1号

本事業は、委託元と当機構との委託契約書において再委託先が指定されているた
め。

1,488,000 - - -

役務 TS計測装置バックアップ器増設業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年5月26日
（株）西日本流体技研
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９-３０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
TS計測装置は、(株)西日本流体技研が製作設置した設備である。本業務の実施に当
たっては、本設備の構成・機能・性能・機器類の特性等を熟知していることが必要
不可欠であるが、同社はこれらの詳細情報を公開していないため。

1,350,000 - - -

役務 アルゴスシステム利用に関する情報提供業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年6月1日
（株）キュービック・アイ
東京都品川区西五反田２-１５-９

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第6号）
本業務は、調査用に放流した発信器・タグ類から発信され、フランスCLSアルゴス社
のアルゴスシステムに受信された各種データの提供を受けるものであるが、日本国
内においてフランスCLSアルゴス社が受信した各種データの提供を行える業者は、日
本総代理店の（株）キュービック・アイのみであるため。

1,879,200 単価契約 - - -

役務 炭化灰化処理装置修理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年6月9日
（株）入江商会
東京都千代田区神田佐久間町３-３７

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 2,314,591 - - -

役務
オホーツク海中部および北部における鯨類の目視
による科学調査業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年6月30日

連邦国家予算学術機関太平洋漁業科学研究セン
ター
ロシア連邦ウラジオストック市シェフチェンコ
通り４棟

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第1号)
日ロ両国間の合意に基づく調査であり、ロシア当局の当該機関しか対応できないた
め。

35,000,000 - - -

役務 福島県中部・北部海域用船調査及び試料採取業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年7月1日
相馬双葉漁業協同組合
福島県相馬市尾浜追川１９６

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 3,672,561 - - -

役務 福島県中部・南部海域用船業務及び試料採取業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年7月1日
いわき市漁業協同組合
福島県いわき市久之浜町久之浜館ノ山９

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 3,845,232 - - -

役務
平成28年度土佐湾くろまぐろ小型魚標識放流調査
補助業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成28年7月8日
上ノ加江漁業協同組合
高知県高岡郡中土佐町上ノ加江２５７４

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 5,572,000 単価契約 - - -
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役務
「第18回 ジャパン・インターナショナル・シー
フードショー」出展ブース借上業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年7月13日
エグジビジョンテクノロジーズ（株）
東京都港区南青山１-１-１新青山ビル西館８階

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」の主催者である一般社団法
人大日本水産会が事務局として運営を委託したエグジビジョンテクノロジーズ
（株）のみしか対応できないため。

927,180 - - -

役務
国立研究開発法人水産研究・教育機構所蔵古文書
目録作成業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年7月14日
学校法人神奈川大学
神奈川県横浜市神奈川区六角橋３-２７-１

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 1,425,286 - - -

役務
波浪平面水槽実験棟多方向不規則波造波装置修繕
業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年7月15日
（株）テクノサービス
福岡県福岡市博多区青木１-１７-１７

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30の2第1項第14号)
多方向不規則波造波装置は（株）テクノサービス社の製造品であり、保守・修理に
ついては、代理店を通さず自社のみで行っており、その構造及び保守方法を公開し
ていないため。

3,241,620 - - -

役務 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（PCB廃棄物）処理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年7月19日
中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道ＰＣＢ処
理事業所
北海道室蘭市仲町１４-７

特例規程第19条
第2号

関係法令等により契約相手方が特定されるため 26,487,517 - - -

役務 日本海におけるクロマグロ稚魚調査に係る用船
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年7月25日
海洋エンジニアリング（株）
東京都台東区台東４-２８-１１

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 9,828,000 21,060,000円/月 - - -

役務 平成28年度海洋生態系の放射性物質挙動調査事業
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年7月29日
福島県
福島県福島市杉妻町２-１６

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 1,337,000 - - -

役務 しらふじ丸双胴ウィンチ修繕業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年7月29日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号)
本業務を実施するにあたって、双胴ウィンチの構成・機能・性能を熟知しているこ
とが必要不可欠であるが、製造メーカーである（株）鶴見精機はこれらの詳細情報
を公開しておらず、また、機器の点検整備や修理については、代理店等に行わせず
同社が直接実施しているため。

1,101,600 - - -

役務 平成27事業年度財務諸表官報掲載業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年8月1日
（株）横浜日経社
神奈川県横浜市中区相生町４-４７

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第3号)
官報掲載に当たっては独立行政法人国立印刷局指定の取次所に依頼しなければなら
ないため。

4,175,955 - - -

役務

平成28年度海洋水産資源開発事業（定置網：高知
県鈴地区）に係る「設置型魚群探知機調査で得ら
れるデータを用いた魚群の定量化及び小型船舶を
用いた計量魚群探知機調査による魚群来遊量把
握」に関する委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年8月1日
国立大学法人北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター
北海道札幌市北区北１１西１０

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 7,500,000 - - -

役務
平成28年度海洋水産資源開発事業（定置網：高知
県鈴地区）に係る資源の持続的利用方法の開発と
流通販売改善に関する委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年8月2日
高知県
高知県高知市丸ノ内１-２-２０

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 3,475,000 - - -

役務 Ｊ－ＱＵＥＳＴχ用耐圧容器保守業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年8月4日
エムエイチアイオーシャニクス(株)
長崎県長崎市幸町６-１２

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号)
本業務を履行するには、高度な技術が必要であり、詳細な図面が無いと業務を履行
することができない。詳細図面は製作元が保有し一切開示しておらず、他者での履
行は不可能であるため。

3,289,680 - - -

役務
CATSAT（漁業支援衛星システム）データ情報提供
業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年8月10日
（株）キュービック・アイ
東京都品川区西五反田２-１５-９

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第6号）
当機構が要求する水温データを提供可能な者はフランスCLS社のみである。同社の日
本国内総代理店は（株）キュービック・アイであり、他者では提供できないため。

2,995,920 - - -

役務 平成28事業年度会計監査業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長　宮原　正典
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年8月31日
PwCあらた有限責任監査法人
東京都中央区銀座８-２１-１

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 8,442,200 - - -

役務 ＣＴＤ保守点検業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年9月9日
（株）イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎町１-３-３

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
本業務の実施に当たっては、機器の構成・機能・性能を熟知していることが必要不
可欠であるが、製造者はこれらの詳細情報を公開しておらず、また、製造者の米国
シーバード社は（株）イーエムエスを日本国内総代理店としており、取り扱い可能
な者は、（株）イーエムエスのみであるため。

1,205,280 - - -
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役務
平成28年度高濃度汚染魚発生状況の把握とセシウ
ム代謝に関わる飼育実験

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年9月14日
福島県
福島県福島市杉妻町２-１６

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第20号）
複数年度にわたる事業の継続を通じて、単一の成果を求める委託事業の２年度目以
降の事業であり、当該事業を当初契約の委託先に継続して委託する必要があるた
め。

3,000,000 - - -

役務 資産データ統合対応業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年9月15日
（株）ＮＴＴデータ・アイ
東京都新宿区揚場町１-１８

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第17号）
資産データの管理等業務は独立行政法人会計システムのサブシステムである資産管
理システムにより業務を行っているが、メインシステムの独立行政法人会計システ
ムにかかる著作権は(株)NTTデータ・アイが有しており、関連するシステムのデータ
統合や技術支援は同者のみが直接行っているため。

1,404,000 - - -

役務 回流水槽設備その他保守点検業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年9月16日
（株）西日本流体技研
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９-３０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
回流水槽及び波動環境シミュレーション水槽は、(株)西日本流体技研が製作設置し
た設備である。本業務の実施に当たっては、本設備の構成・機能・性能・機器類の
特性等を熟知していることが必要不可欠であるが、（株）西日本流体技研はこれら
の詳細情報を公開しておらず、他者での履行は不可能であるため。

2,856,405 - - -

役務 蒼鷹丸排水管高圧洗浄及びその他整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年9月29日
新潟造船（株）
新潟県新潟市中央区入船町４-３７７６

会計規程第36条
第1項第2号

船舶ドック中の予期せぬ不良箇所の発見であって、履行期間中の業務完了が必要で
あるため。

7,690,080 - - -

役務
北海道区水産研究所所属漁業調査船　北光丸　第
２Ａ種・第３種中間検査・臨時検査及び一般修繕

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年10月3日
ＭＥＳ－ＫＨＩ由良ドック（株）
和歌山県日高郡由良町網代１９３-１３

特例規程第19条
第1号

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 46,332,000 特定調達 - - -

役務
中央水産研究所所属漁業調査船　蒼鷹丸　ケンタ
シャックル新替等整備業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年10月3日
新潟造船(株)
新潟県新潟市中央区入船町４-３７７６

会計規程第36条
第1項第2号

船舶ドック中の予期せぬ不良箇所の発見であって、履行期間中の業務完了が必要で
あるため。

1,177,902 - - -

役務 塩分水温自動測定装置点検整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成28年10月11日
（株）イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎町１-３-３

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号)
本業務の実施に当たっては、機器の構成・機能・性能を熟知していることが必要不
可欠であるが、製造メーカーである米国シーバード社はこれらの詳細情報を公開し
ていない。また、製造者の米国シーバード社は（株）イーエムエスを日本国内総代
理店としており、取り扱い可能な者は、（株）イーエムエスのみであるため。

1,334,880 - - -

役務
平成28年度海洋水産資源開発事業（小型底びき
網：久慈浜地区）に係る漁獲物鮮度可視化技術開
発に関する委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年10月11日
国立大学法人東京海洋大学
東京都港区港南４-５-７

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 4,000,000 - - -

役務

平成28-29年度海洋水産資源開発事業（遠洋かつお
釣り：太平洋中西部海域）に係る遠洋かつお釣り
漁船上における魚種、サイズ及び数量の自動計測
の研究に関する委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年10月14日
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
東京都江東区新木場１-１８-７

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 14,909,875 - - -

役務
日本周辺域の水生生物及び海底土中の放射性核種
分析業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成28年10月17日
公益財団法人日本分析センター
千葉県千葉市稲毛区山王町２９５-３

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 27,613,440 単価契約 公財 国所管 1

役務 陽光丸CTDウインチDDVCユニット整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年10月23日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
本業務の実施にあたっては、CTDウインチのDDVCユニットの構成・機能・性能を熟知
していることが必要不可欠であるが、当該機器は（株）鶴見精機が独自に開発した
特殊な製品であり、同社はこれらの詳細情報を公開しておらず、また、機器の点検
整備や修理については、代理店等に行わせず同社が直接実施しているため。

3,402,324 - - -

役務
平成28年度運営費交付金による「マダラ・ヒラメ
等底魚類の移動生態の解明」のうち年齢別資源尾
数および分布域の解析研究委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年10月25日
福島県知事
福島県福島市杉妻町２-１６

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第20号)
本研究は複数年度にわたる事業の継続を通じて、単一の成果を求める委託事業の２
年度目以降の事業であって、当該事業を当初契約の委託先に継続して委託する必要
があるため。

1,447,000 - - -

役務 総務システム改修業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年10月31日
（株）NTTデータ・ビジネス・システムズ
東京都品川区西五反田３-７-１０

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第17号）
総務システムの著作権はシステムの開発者である（株）サイエンティアが有してお
り、同社は当システムの改修業務に関して（株）NTTデータ・ビジネス・システムズ
を唯一の代理店に指定しているため。

6,588,000 - - -

役務
水中グライダーバッテリー交換及び電導度・水温
センサー点検・校正業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年11月4日
日本海洋（株）
東京都足立区東和５-１３-４

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
水中グライダーの電導度・水温センサーの点検・校正には、当該機器の構成・機
能・性能を熟知していることが必要不可欠であるが、製造元であるノルウェーの
Kongsberg社はこれらの詳細情報を公開しておらず、日本国内における総代理店であ
る日本海洋（株）のみが履行可能であるため。

1,209,600 - - -
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役務 高濃度PCB廃棄物処分業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年11月4日
中間貯蔵・環境安全事業（株）北九州ＰＣＢ処
理事業所
福岡県北九州市若松区響町１-６２-２４

会計規程第36条
第1項第1号

関係法令等により契約相手方が特定されるため。 1,088,640 - - -

役務 CTDセンサー点検・校正業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年11月16日
（株）イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎町１-３-３

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
CTDセンサー（SBE9plus）の点検・校正を行うには、機器の構成・機能・性能を熟知
していることが必要不可欠であるが、製造元である米国シーバード社はこれらの詳
細情報を公開しておらず、日本国内における総代理店である（株）イーエムエスの
みが履行可能であるため。

1,205,280 - - -

役務 網口開閉層別採集装置整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年11月18日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区中央２-２-２０

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
網口開閉層別採集装置の整備には、構成・機能・性能を熟知していることが必要不
可欠であるが、製造元である（株）鶴見精機はこれらの詳細情報を公開しておら
ず、機器の点検整備についても代理店を通さず同社が直接実施しているため。

1,226,340 - - -

役務 水中音響計測設備賃貸借業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年11月24日
（株）オキシーテック
静岡県沼津市内浦三津字小島５３７-５

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 1,944,000 - - -

役務
羅臼海域におけるトド捕獲手法検討のための小型
定置網設置等業務及びトド捕獲補助等業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成28年11月30日
羅臼漁業協同組合
北海道目梨郡羅臼町船見町２-１３

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 3,756,672 - - -

役務 俊鷹丸システム操船点検整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成28年11月30日
三井造船システム技研（株）
岡山県玉野市玉原３-１６-３

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号)
俊鷹丸システム操船装置の点検整備には、当該機器の構成、機能、性能を熟知して
いることが必要不可欠であるが、製造元である三井造船（株）は詳細情報を公開し
ておらず、三井造船（株）より委任された三井造船システム技研（株）のみが履行
可能であるため。

4,675,799 - - -

役務
瀬戸内海区水産研究所所属漁業調査船　しらふじ
丸　ビルジタンク腐食箇所板厚計測及び肉盛補修
等整備業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年12月12日
サンセイ(株)下関工場
山口県下関市彦島本村町３-５-１

会計規程第36条
第1項第2号

船舶ドック中の予期せぬ不良箇所の発見であって、履行期間中の業務完了が必要で
あるため。

1,091,556 - - -

役務 水中分光放射計船上局交換業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年12月16日
（株）シィー・ティーアンドシィー
東京都品川区東品川１-２２-７

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
本業務の実施に当たっては、機器の構成・機能・性能を熟知していることが必要不
可欠であるが、製造者はこれらの詳細情報を公開しておらず、また、製造者の
Satlantic社は、（株）シィー･ティーアンドシィーを国内総代理店としており、他
者において取扱できないため。

4,272,264 - - -

役務 「スケトウダラ卵・仔魚分布調査」に係る用船
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年12月19日
海洋エンジニアリング(株)
東京都台東区台東４-２８-１１

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 24,606,082 16,686,000円/月 - - -

役務
水産工学研究所所属漁業調査船　たか丸　一般修
繕

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成28年12月20日
藤高造船(株)
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里８９４

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 15,984,000 - - -

役務 俊鷹丸ヒーブモーションクレーン点検修理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成28年12月28日
（株）イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎町１-３-３

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号)
本業務の実施に当たっては、米国ダイナコン社製ヒーブモーションクレーンの設
計・仕様を熟知している必要があるが、同社はこれらの詳細情報を公開しておら
ず、同社の日本国内唯一の代理店である（株）イーエムエスのみが履行可能である
ため。

3,178,915 - - -

役務
海洋工学総合実験棟実験機器設備保守点検及び
レールヒータ交換業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年1月5日
三菱重工メカトロシステムズ（株）
兵庫県神戸市兵庫区和田宮通５-４-２２

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第14号）
軌条装置は、三菱重工(株)が設計・製作・設置施行したもので、平成21年度に三菱
重工メカトロシステムズ(株)へ技術情報を含む業務移管がされた。三菱重工メカト
ロシステムズ(株)は、点検調整に必要な情報の一切を公開しておらず、また、装置
の点検整備や修理については、代理店等に行わせず同社が直接実施しているため。

11,016,000 - - -

役務 ＲＩ廃棄物廃棄業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年1月10日
公益社団法人日本アイソトープ協会
東京都文京区本駒込２-２８-４５

会計規程第36条
第1項第1号

(契約規程第30条の2第1項第1号)
ＲＩ廃棄物廃棄業務は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法
律」に基づいた許可を受けた業者でなければ履行できず、また（公社）日本アイソ
トープ協会は放射性同位元素を使用する全国の事業所を対象としてＲＩ廃棄物の廃
棄を業として行っている唯一の機関であるため。

1,929,960 公社 国所管 1

役務
蒼鷹丸 インマルサットＣ衛星通信システム換装業
務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年1月13日
日本無線（株）関東支社
東京都中野区中野４-１０-１

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 1,490,400 - - -
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役務
船内情報及び汎用魚探データ集約・通信システム
の開発に関する委託研究

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年1月16日
古野電気（株）銚子営業所
千葉県銚子市川口町２-６５２８-８１

会計規程第36条
第1項第1号

契約相手方の選定にあたっては、専門的知見・技術力等を重視する必要があり、価
格のみの競争に馴染まないため、公示による企画競争を行い、審査の結果、相手方
を決定した。

企画競争 5,496,768 - - -

役務 蒼鷹丸　減揺水槽装置用制御盤新替業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年1月18日
（株）スタビロ
千葉県千葉市中央区登戸１-１３-２１-B-３０
７

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
業務の実施にあたっては、機器の構成・機能・性能を熟していることが必要不可欠
であるが、蒼鷹丸に設置している減揺水槽装置は本船の規格にあわせて専用の調整
やプログラムが施されており、メーカーである（株）スタビロはそれら詳細につい
て公開しておらず、また、整備等は代理店等に行わせず同社が直接実施しているた
め。

2,462,400 - - -

役務
平成２８年度水産工学研究所所属漁業調査船たか
丸一般修繕追加整備

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年1月23日
藤高造船（株）
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里８９４

会計規程第36条
第1項第3号

契約相手方は現在本船ドックを施工中であり、追加整備についても速やかに対応で
き、ドック施工期間中に業務を完了することが可能である。他業者に行わせること
は保安及び安全管理上不可能であり、かつ、一連の作業として行うため、上下架、
入出渠料、滞渠料、接岸離岸料に係る中間経費及び設備や機器の取り外し・復旧、
交換、足場設置に係る作業費が別途発生しないため経費を抑えられ、今後の運航計
画に支障を来さず施工可能であるため。

4,722,624 - - -

役務 ウェザールーティングシステムサービス提供業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年1月24日
（株）日本海洋科学
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 2,473,200 - - -

役務
「第14回シーフードショー大阪」出展ブース借上
業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年1月27日
エグジビジョンテクノロジーズ（株）
東京都港区南青山１-１-１新青山ビル西館８階

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第2号）
「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」の主催者である一般社団法
人大日本水産会が事務局として運営を委託したエグジビジョンテクノロジーズ
（株）のみしか対応できないため。

1,121,580 - - -

役務 蒼鷹丸ビデオプロッター換装業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年2月2日
古野電気（株）東京支店
東京都千代田区神田和泉町２-６

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 4,703,400 - - -

役務 蒼鷹丸トップローラー整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年2月6日
ニチモウ(株)
東京都品川区東品川２-２-２０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約規程第30条の2第1項第14号）
業務の実施にあたっては、機器の構成・機能・性能を熟知していることが必要不可
欠であるが、製造メーカーであるニチモウ（株）はこれら詳細情報を公開しておら
ず、また、機器の点検整備や修理については、代理店等に行わせず同社が直接実施
しているため。

2,419,200 - - -

役務 文書管理システム改修業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年2月9日
富士ゼロックス神奈川（株）
神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２

会計規程第36条
第1項第1号

契約の相手方が一の者しか見込まれておらず、公募した結果、応募者が１者だった
ため、随意契約を行った。

公募 1,503,306 - - -


