
国立研究開発法人　水産研究・教育機構

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

役務
セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント及びメン
タルヘルス外部相談窓口業務

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3月3日
（株）キャリアバンク
福岡県福岡市中央区弁天２-１４-２

一般競争契約 1,609,198
複数年契約
（29.4.1～34.3.31）

- - -

役務 自然浄化法リアクターシステム保守管理業務
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長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年3月7日
（株）微創水研究舎
北海道札幌市北区新川５条１６-７-２

一般競争契約 7,009,200
複数年契約
（29.4.1～31.3.31）

- - -

役務
海洋水産資源開発事業（底びき網：かけまわし＜日本海北部
海域＞）に係る用船（第二十三茂浦丸）

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3月10日
茂浦漁業（有）
秋田県山本郡八峰町八森字茂浦８６-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

9,720,000 4,050,000円/月 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（定置網漁業：高知県鈴地区）に係る
用船（鈴丸）

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3月13日
鈴共同大敷組合
高知県幡多郡黒瀬町鈴２１１-３

一般競争契約
(総合評価落札方式)

3,029,224 2,268,000円/月 - - -

役務 平成２９年度定期健康診断等業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月13日
一般財団法人医療情報健康財団
福岡県福岡市博多区店屋町４-１５

一般競争契約 2,072,304 単価契約 - - -

役務 国立研究開発法人水産研究・教育機構損害保険（船舶保険）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月21日
共栄火災海上保険（株）
東京都港区新橋１-１８-６

一般競争契約 23,825,970 - - -

役務 練習船（耕洋丸・天鷹丸）入出港支援船業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月21日
春風海運（株）
福岡県北九州市門司区港町９-１１-３０３

一般競争契約 1,454,090 単価契約 - - -

役務 自家用電気工作物保安管理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月21日
（株）タイカメンテナンス
山口県周南市大字栗屋１６０-４

一般競争契約 2,322,000 - - -

役務 マルチメディアサーバ他保守業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月21日
シーモール商事（株）
山口県下関市竹崎町４-４-８

一般競争契約 1,594,080 - - -

役務 機械棟空調設備保全業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月21日
パナソニック産機システムズ（株）中四国支店
広島県広島市西区商工センター４-９-９

一般競争契約 2,326,320 - - -

役務 国際水産資源研究所小口運送業務
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29年3月22日
ヤマト運輸(株)清水三保センター
静岡県静岡市清水区駒越西２-１９-２

一般競争契約 1,576,260 単価契約 - - -

役務 自動全リン・全窒素測定装置保守点検業務
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29年3月22日
大塚器械（株）西条支店
広島県東広島市西条下見５-９-４５

一般競争契約 2,430,000 - - -

役務 運送業務
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3月22日
佐川急便（株）
千葉県船橋市潮見町４２-５

一般競争契約 1,449,392 単価契約 - - -

役務 流量等測定業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月22日
環境テクノス（株）
福岡県北九州市戸畑区中原新町２-４

一般競争契約 1,609,200 - - -

役務 国立研究開発法人水産研究・教育機構自動車保険
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29年3月23日
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
東京都渋谷区恵比寿１-２８-１

一般競争契約 2,248,660 - - -

役務
国立研究開発法人水産研究・教育機構労働災害総合保険外２
件

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3月23日
共栄火災海上保険（株）
東京都港区新橋１-１８-６

一般競争契約 2,059,300 - - -

平成２９年度　競争入札に係る情報の公表（役務）
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役務 国立研究開発法人水産研究・教育機構海外旅行保険
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29年3月23日
損害保険ジャパン日本興亜（株）
東京都新宿区西新宿１-２６-１

一般競争契約 1,400,980 - - -

役務 産業医業務及び一般定期健康診断業務
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3月24日
医療法人社団景翠会
神奈川県横浜市金沢区泥亀２-８-３

一般競争契約 8,279,280

複数年契約
（29.4.1～34.3.31）
内、一般定期健康診断
業務は単価契約

- - -

役務 水産研究・教育機構広報誌等制作・配布業務
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3月24日
公益社団法人日本広報協会
東京都新宿区新宿１-１５-９

一般競争契約
(総合評価落札方式)

10,635,840 公社 国所管 1

役務 ＤＮＡアナライザー保守点検業務
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29年3月24日
（有）ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町４-１４

一般競争契約 1,287,360 - - -

役務 西海区水産研究所長崎庁舎複写機等保守管理業務
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29年3月24日
富士ゼロックス長崎（株）
長崎県長崎市万才町３-５

一般競争契約 3,575,205 単価契約 - - -

役務 電子複写機保守及び消耗品等の供給業務
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29年3月27日
富士ゼロックス三重（株）
三重県津市栄町１-８１７

一般競争契約 1,943,740 単価契約 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（遠洋まぐろはえなわ）に係る用船
（開発丸）

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3月27日
日本鰹鮪漁業開発（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

261,812,903 24,300,000円/月 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（遠洋かつお釣）に係る用船及び漁獲
物販売委託業務（第ニ十一日光丸）

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3月27日
日光マリン（株）
静岡県御前崎市御前崎５５９０

一般競争契約
(総合評価落札方式)

446,081,225 50,760,000円/月 - - -

役務
トリプル四重極リニアイオントラップ質量分析装置保守点検
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29年3月28日
（株）江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４

一般競争契約 1,206,360 - - -

役務
飛行時間型質量分析装置及び液体クロマトグラフ保守点検業
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29年3月28日
（株）江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４

一般競争契約 2,424,600 - - -

役務 中央水産研究所横浜庁舎放射線施設保守点検業務
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29年3月28日
富士電機（株）
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１-１

一般競争契約 11,232,000 - - -

役務 中央水産研究所横浜庁舎実験機器設備保守点検業務
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29年3月28日
コイト電工（株）
静岡県駿東郡長泉町南一色７２０

一般競争契約 10,951,200
複数年契約
（29.4.1～31.3.31）

- - -

役務 講義棟及び多目的学生教育棟昇降機保守点検業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年3月28日
東芝エレベータ（株）中国支社
広島県広島市中区大手町２-７-１０

一般競争契約 1,388,016 - - -

役務 北海道区水産研究所釧路庁舎機械器具保守管理業務
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29年3月30日
北海道クリーン・システム（株）釧路支店
北海道釧路市北大通１４-５

一般競争契約 9,020,160 - - -

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29年3月30日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 5,184,000 - - -

役務 日光庁舎観覧施設等維持管理その他業務
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3月30日
（株）セフテック
茨城県古河市大山９７７-１

一般競争契約 4,514,400 - - -

役務 国際水産資源研究所庁舎内清掃業務
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29年3月31日
（株）アオキ美装
静岡県沼津市東椎路１４４３-１

一般競争契約 2,808,000
複数年契約
（29.4.1～32.3.31）

- - -

役務 調査船やえやま操船業務
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29年3月31日
八重山漁業協同組合
沖縄県石垣市新栄町８３

一般競争契約 1,112,400 単価契約 - - -
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役務 西海区水産研究所八重山庁舎構内草刈業務
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29年3月31日
（有）新垣造園土木
沖縄県石垣市新栄町７３-７

一般競争契約 1,855,042 - - -

役務 「日本近海における混獲生物調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月3日
傳丸　辻野　傳治郎
千葉県銚子市大橋町５-９

一般競争契約
(総合評価落札方式)

35,478,000 14,580,000円/月 - - -

役務 「日本海スルメイカ新規加入量調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月3日
兵庫県教育委員会
兵庫県神戸市中央区下山手通５-１０-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

5,012,928 12,532,320円/月 - - -

役務 「日本海ズワイガニ等底魚資源調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月3日
兵庫県教育委員会
兵庫県神戸市中央区下山手通５-１０-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

19,741,772 12,532,320円/月 - - -

役務 中央水産研究所横浜庁舎実験排水処理設備運転保守業務
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4月3日
水ing（株）横浜支店
神奈川県横浜市中区本町２-２２

一般競争契約 6,328,800
複数年契約
（29.4.1～31.3.31）

- - -

役務 船舶動向把握インターネットサービス提供業務
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4月17日
（株）東洋信号通信社
神奈川県横浜市中区山手町１８６

一般競争契約 5,400,000 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（いか釣〈南西諸島周辺海域〉）に係
る用船（隆生丸）

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

平成29年4月20日
平川　隆
沖縄県うるま市字赤道５５２-４

一般競争契約
(総合評価落札方式)

7,387,200 2,916,000円/月 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（いか釣〈南西諸島周辺海域〉）に係
る用船（第三柳良丸）

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

平成29年4月21日
比嘉　良尚
沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原１４３-１サンテラス
HIGA１０２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

7,551,360 2,980,800円/月 - - -

役務 水産大学校所属漁業練習船　耕洋丸　定期検査及び一般修繕
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月24日
MES-KHI由良ドック（株）
和歌山県日高郡由良町網代１９３-１３

一般競争契約 65,880,000 特定調達 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（いか釣〈南西諸島周辺海域〉）に係
る用船（幸龍丸）

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

平成29年4月24日
岸本　幸次
沖縄県名護市字屋部５６

一般競争契約
(総合評価落札方式)

7,524,000 2,970,000円/月 - - -

役務 増養殖研究所南勢庁舎海水取水管更新工事設計業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4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

一般競争契約 7,344,000 - - -

役務 水産大学校非常用自家発電設備設置その他工事設計業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月25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

一般競争契約 2,667,600 - - -

役務
西海区水産研究所五島庁舎飼育実験棟新築その他工事設計業
務

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

平成29年4月25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

一般競争契約 3,960,240 - - -

役務 平成３０年度一般入学試験福岡試験場賃貸借業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年4月26日
（株）ティーケーピー
東京都新宿区市谷八幡８

一般競争契約 1,998,432 - - -

役務 平成３０年度一般入学試験大阪試験場賃貸借業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年4月26日
（株）ティーケーピー
東京都新宿区市谷八幡８

一般競争契約 1,157,927 - - -

役務 西海区水産研究所長崎庁舎一般健康診断等業務
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29年4月28日
公益財団法人長崎県健康事業団
長崎県諫早市多良見町化屋９８６-３

一般競争契約 2,564,578 単価契約 公財
都道府県
所管

1

役務 宮城県の新たな殻付き生カキの試食会開催等PR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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年5月1日
（株）海洋深層水かきセンター
富山県下新川郡入善町下飯野２４９-３

一般競争契約 3,834,000 - - -

役務 福島県以北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29年5月8日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３-１５-１

一般競争契約 3,763,584 単価契約 - - -
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役務 茨城県～三重県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29年5月8日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 10,979,280 単価契約 - - -

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29年5月8日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 18,154,368 単価契約 - - -

役務 新稚魚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29年5月8日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３-１５-１

一般競争契約 1,283,040
単価契約
11,880円/検体

- - -

役務
中央水産研究所産卵調査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29年5月8日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 2,643,840
単価契約
7,344円/検体

- - -

役務 労働者派遣業務
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5月8日
アクシオヘリックス（株）
沖縄県那覇市西２-１６-３

一般競争契約 3,416,089
単価契約
6,388円/時間

- - -

役務 一般健康診断及び特殊健康診断業務
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5月8日
医療法人社団誠馨会新東京病院
千葉県松戸市和名ヶ谷１２７１

一般競争契約 3,011,094
複数年契約
（29.5.8～32.3.31）
単価契約

- - -

役務 「アカイカ資源調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月10日
地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中８２-９

一般競争契約
(総合評価落札方式)

12,506,516 9,180,000円/月 - - -

役務 ＬＮＰネット標本の卵・仔稚魚の選別・計数業務
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29年5月15日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 3,689,280 - - -

役務 幼仔稚魚の選別・計数・計測業務
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29年5月15日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 5,682,420 - - -

役務
「平成２９年度九州海域における有害赤潮等発生監視と発生
機構の解明」に係る八代海自動観測ブイの維持管理・定期観
測業務

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29年5月15日
（株）ジャパンジャスティス
愛知県蒲郡市大塚町西屋敷３０-１１

一般競争契約 3,672,000 - - -

役務
「平成２９年度有明海における貧酸素水塊による漁業被害防
止対策」に係る観測機器設置・維持管理・定期観測業務

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29年5月15日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 7,236,000 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（いか釣＜北太平洋南西部海域＞）に
係る用船（第三十開洋丸）

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

平成29年5月15日
開洋漁業（株）
青森県八戸市大字湊町字下条２１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

74,276,128 28,080,000円/月 - - -

役務 中型いか釣り漁船による海洋観測等請負業務
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29年5月18日
一般社団法人全国いか釣り漁業協会
東京都港区赤坂１-９-１３

一般競争契約 6,998,400 単価契約 - - -

役務
拡張版日本海海況予測システム（JADE2）における出力自動
可視化・公開システムの改変及び保守業務

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29年5月18日
（株）ウェブブレイン
東京都千代田区外神田２-３-６

一般競争契約 1,981,800 - - -

役務 東北区水産研究所宮古庁舎淡水井戸点検業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年5月23日
（株）アクアジオテクノ
北海道札幌市白石区本郷通９丁目北４-５

一般競争契約 1,782,000 - - -

役務 一般定期健康診断及び特殊健康診断業務
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29年5月23日
公益財団法人三重県健康管理事業センター
三重県津市観音寺町東浦４４６-３０

一般競争契約 1,856,088 単価契約 公財
都道府県
所管

2

役務
増養殖研究所南伊豆庁舎甲殻類飼育棟海水冷却ユニット交換
業務

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29年5月24日
（株）サエツ冷機工業
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３２５-６

一般競争契約 2,430,000 - - -
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役務 人工流木放流業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月25日
大盛丸海運（株）
三重県伊勢市本町５-５

一般競争契約 8,419,680 - - -

役務 日本海卵稚仔分析業務
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29年5月26日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 7,824,816 単価契約 - - -

役務
「平成２９年度赤潮・貧酸素水塊対策推進事業（赤潮・貧酸
素水塊広域連続観測技術の開発）」に係る八代海自動観測ブ
イ（浮体部）の改修業務

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29年5月30日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 5,400,000 - - -

役務
「平成２９年度赤潮・貧酸素水塊対策推進事業（赤潮・貧酸
素水塊広域連続観測技術の開発）」に係る八代海自動観測ブ
イ（観測機器類）の改修業務

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29年5月30日
ＪＦＥアドバンテック（株）
兵庫県西宮市高畑町３-４８

一般競争契約 4,590,000 - - -

役務 スルメイカ卵稚仔処理業務
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29年6月1日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 1,589,760
単価契約
17,280円/検体

- - -

役務 匂い識別装置レンタル
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6月1日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川５-５-１５

一般競争契約 2,150,280 - - -

役務 俊鷹丸無線局定期検査及び点検整備業務
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29年6月9日
（株）鈴木無線電機工業所
静岡県静岡市清水区松原町８-９

一般競争契約 1,620,000 - - -

役務 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績委託調査
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月13日
栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績委託
調査共同研究機関
東京都中央区日本橋小伝馬町９-６

一般競争契約
(総合評価落札方式)

12,852,000 - - -

役務
平成２９年度環境省請負「有明海・八代海等再生評価支援
（有明海二枚貝類の減少要因解明等調査）」業務に係る観測
機器設置・維持管理・定期観測業務

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29年6月15日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 11,448,000 - - -

役務
「赤潮・貧酸素水塊広域連続観測技術の開発」に係る早期赤
潮検知システム搭載大型自動観測ブイの実証試験

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29年6月15日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 1,053,000 - - -

役務 水温塩分計　ほか賃貸借
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　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年6月15日
日科機バイオス（株）
東京都新宿区天神町６

一般競争契約 6,966,000 - - -

役務 練習船耕洋丸外航代理店業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年6月16日
グリーンシッピング（株）
福岡県北九州市門司区港町９-７

一般競争契約 644,200 - - -

役務 改良型ノルパックネットサンプル分析業務 外８件
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29年6月19日
（株）沿岸生態系リサーチセンター
東京都江東区越中島２-１５-１

一般競争契約 7,534,944 - - -

役務 陽光丸無線設備定期検査及び点検整備業務
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29年6月19日
日本無線（株）長崎支店
長崎県長崎市旭町１-２０

一般競争契約 1,835,592 - - -

役務
福島県を含む日本周辺における水生生物および環境試料中の
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29年6月28日
一般財団法人九州環境管理協会
福岡県福岡市東区松香台１-１０-１

一般競争契約 7,127,352 単価契約 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（近海かつお釣：三陸沖周辺海域）に
係る用船及び漁獲物販売委託業務（第五萬漁丸）

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

平成29年6月28日
（有）日髙水産
宮崎県日南市大堂津４-９-１２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

67,323,600 22,248,000円/月 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（海外まき網）に係る用船及び漁獲物
販売委託業務（第一大慶丸）

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

平成29年6月30日
大慶漁業（株）
宮城県石巻市魚町３-１３-７

一般競争契約
(総合評価落札方式)

565,749,858 62,856,000円/月 - - -

役務 東北区水産研究所宮古庁舎海水取水管清掃点検業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年7月3日
（株）東京久栄
東京都中央区日本橋３-１-１５

一般競争契約 2,160,000 - - -
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役務 一般健康診断および特殊健康診断業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年7月3日
一般財団法人杜の都産業保健会
宮城県仙台市宮城野区小鶴１-２１-８

一般競争契約 1,185,408 単価契約 - - -

役務 「東日本沖鯨類広域航空目視調査」に係る飛行業務
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29年7月3日
新日本航空（株）
兵庫県明石市硯町３-１-２４

一般競争契約 7,192,800 単価契約 - - -

役務 海況予測システム保守管理業務
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29年7月4日
（株）ウェブブレイン
東京都千代田区外神田２-３-６

一般競争契約 1,989,360 - - -

役務
クロマグロ等仔魚胃内容分析業務及び動物プランクトン査定
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29年7月6日
一般財団法人上越環境科学センター
新潟県上越市下門前１６６６

一般競争契約 7,128,000 - - -

役務
水温モニタリングブイおよびシラス漁獲に関するデータ情報
収集システム保守管理業務

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29年7月10日
（株）マイトベーシックサービス
東京都新宿区市谷田町２-３

一般競争契約 2,517,480 - - -

役務 動物プランクトン分析業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年7月12日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 10,346,400 単価契約 - - -

役務 スルメイカ日齢査定業務
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29年7月13日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 4,495,500
単価契約
9,990円/検体

- - -

役務 ロングリード型次世代シーケンサー解析業務
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29年7月14日
（株）ケミカル同仁
熊本県熊本市南区流通団地１-４４-２

一般競争契約 3,996,000 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（いか釣＜日本周辺海域＞）に係る用
船（第五十八長功丸）

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

平成29年7月18日
（株）岡沼漁業
青森県八戸市新湊３-９-２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

120,960,000 17,280,000円/月 - - -

役務 「日本海ベニズワイ資源生態調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月25日
兵庫県教育委員会
兵庫県神戸市中央区下山手通５-１０-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

4,864,696 12,532,320円/月 - - -

役務 「日本海中央部ハタハタ表中層分布調査」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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月25日
兵庫県教育委員会
兵庫県神戸市中央区下山手通５-１０-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

5,012,928 12,532,320円/月 - - -

役務 内水面生体・環境試料放射能測定業務
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7月27日
（株）環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町１-３-５

一般競争契約 8,721,000 単価契約 - - -

役務 メロ類耳石の切片作製及び年齢査定業務
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29年7月31日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 1,944,000 単価契約 - - -

役務
まぐろ類加入魚の耳石切片作製、日周輪計数および日周輪紋
幅測定業務

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29年8月2日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 4,374,000 - - -

役務
福島県産水産物の流通チャネル及び需要に関する調査及び１
次解析

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8月4日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 4,463,100 - - -

役務 東シナ海における動物プランクトン同定・計数業務
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29年8月4日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 2,527,200 - - -

役務
「平成２９年度有明海における冬季のノリ色落ち原因ケイ藻
の出現特性の解明と発生予察技術の開発」に係る観測機器設
置・維持管理・定期観測業務

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29年8月4日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 5,248,800 - - -

役務
水温・塩分・クロロフィル蛍光光度・濁度水質測定テレメー
タ賃貸借

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　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年8月4日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 1,836,000 - - -
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役務 次世代シーケンサー解析業務
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29年8月9日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 1,906,200 - - -

役務 東北区水産研究所宮古庁舎淡水井戸改修業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年8月14日
（株）アクアジオテクノ
北海道札幌市白石区本郷通９丁目北４-５

一般競争契約 2,700,000 - - -

役務 瀬戸内海区水産研究所所属漁業調査船　こたか丸　一般修繕
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月17日
向島ドック（株）
広島県尾道市向島町８６４-１

一般競争契約 30,240,000 特定調達 - - -

役務 マルチビームソナー用底質解析ソフトウェア賃貸借
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年8月21日
ビジオテックス（株）
栃木県下都賀郡野木町丸林５６８-１４

一般競争契約 1,080,000 - - -

役務
国際水産資源研究所所属漁業調査船　俊鷹丸　第２Ｂ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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月24日
向島ドック（株）
広島県尾道市向島町８６４-１

一般競争契約 44,280,000 特定調達 - - -

役務 ノルパックネット動物プランクトン分析業務外１件
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29年8月24日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 5,556,600 - - -

役務
瀬戸内海区水産研究所廿日市庁舎排水処理設備ポンプ点検整
備その他業務

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29年8月25日
（株）クリタス中国四国支店
広島県広島市中区榎町２-１５

一般競争契約 1,509,840 - - -

役務
メタルハライド船上灯取外し及びLED船上灯システム取付け
業務

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

平成29年8月28日
（株）東和電機製作所
北海道函館市吉川町６-２９

一般競争契約 10,638,000 - - -

役務 マルチビームソナーのデータ解析処理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年9月1日
日本海洋（株）
東京都足立区東和５-１３-４

一般競争契約 2,862,000 - - -

役務 動物プランクトン同定他業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年9月5日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 1,868,400 単価契約 - - -

役務
中央水産研究所所属漁業調査船　蒼鷹丸　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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月6日
ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５-３６-７

一般競争契約 35,964,000 特定調達 - - -

役務 生殖腺組織標本・耳石切片作製等業務
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29年9月8日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 5,194,800 - - -

役務
海洋水産資源開発事業（近海かつお釣＜三陸沖周辺海域＞）
目視調査に係る飛行業務

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

平成29年9月19日
水産航空（株）
東京都調布市西町２９０-３

一般競争契約 9,999,720 - - -

役務 熱帯海域におけるカツオ小型魚の標識放流業務
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29年9月28日
（有）廣屋
茨城県神栖市波崎９５４７

一般競争契約 28,620,000 - - -

役務
北海道区水産研究所所属漁業調査船　北光丸　第２Ｂ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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月29日
MES-KHI由良ドック（株）
和歌山県日高郡由良町網代１９３-１３

一般競争契約 38,880,000 特定調達 - - -

役務 安定同位体比分析業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年9月29日
（株）同位体研究所
神奈川県横浜市鶴見区末広町１-１-４０

一般競争契約 4,190,940 - - -

役務 船内自動データ収集システム構築業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月4日
古野電気（株）東京支店
東京都千代田区神田和泉町２-６

一般競争契約 5,270,400 - - -

役務
西海区水産研究所所属漁業調査船　陽光丸　第２Ｂ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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月5日
前畑造船（株）
長崎県佐世保市干尽町６-３

一般競争契約 34,452,000 特定調達 - - -
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役務 西海区水産研究所奄美庁舎電解殺菌関連設備点検整備業務
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29年10月10日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 3,132,000 - - -

役務 海水及び底泥間隙水の有機酸分析業務
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29年10月10日
一般財団法人東海技術センター
愛知県名古屋市名東区猪子石２-７１０

一般競争契約 2,666,520 単価契約 - - -

役務 動物プランクトン分析業務
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29年10月11日
海山川里（株）
兵庫県神戸市灘区日尾町３-２-１９-１

一般競争契約 1,242,000 - - -

役務 北海道水産研究所釧路庁舎調温設備改修その他工事設計業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月11日
（株）コアプランニング
北海道釧路市若草町２０-１５

一般競争契約 8,637,040 - - -

役務 カツオ耳石切片作成業務
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29年10月12日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 1,296,000 - - -

役務 水産研究活動データベースシステム改修業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月13日
三菱スペース・ソフトウェア（株）
東京都港区浜松町２-４-１

一般競争契約 2,916,000 - - -

役務 アミノ酸分析システムレンタル
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10月13日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川５-５-１５

一般競争契約 1,998,000 - - -

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29年10月13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

一般競争契約 29,160,000 公財 国所管 1

役務
国立研究開発法人水産研究・教育機構損害保険（「天鷹丸」
船舶保険）

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

平成29年10月17日
損害保険ジャパン日本興亜（株）
東京都新宿区西新宿１-２６-１

一般競争契約 5,373,171 - - -

役務 表層トロール網修理
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　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年10月18日
北海道ニチモウ（株）
北海道函館市弁天町２９-２

一般競争契約 3,132,000 - - -

役務 クロマグロ輸送業務
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29年10月19日
住宝丸活魚運搬（株）
愛媛県宇和島市明倫町５-１-９

一般競争契約 2,970,000 - - -

役務 第14回日中韓大型クラゲ国際ワークショップ同時通訳業務
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29年10月23日
ＪＣＫフレンズ
東京都品川区南品川５-６-２-８０１

一般競争契約 2,365,200 - - -

役務
瀬戸内海区水産研究所所属漁業調査船　しらふじ丸　定期検
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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月25日
サンセイ（株）下関工場
山口県下関市彦島本村町３-５-１

一般競争契約 34,560,000 特定調達 - - -

役務 電解殺菌装置点検整備業務
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29年10月30日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 3,888,000 - - -

役務
天皇海山海域のキンメダイの外部形態測定および組織標本採
取業務

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29年10月30日
三洋テクノマリン（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦２-１５-２２

一般競争契約 1,321,920 - - -

役務
増養殖研究所上浦庁舎隔離飼育棟電解殺菌装置活性炭交換業
務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年11月2日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 2,494,800 - - -

役務 自家用電気工作物定期点検その他業務
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11月2日
（株）共栄オーメック
東京都台東区根岸１-１０-１３　福田ビル

一般競争契約 1,933,200 - - -

役務 蒼鷹丸トロールウインチ観測ドラムワイヤー交換業務
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11月7日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 6,501,600 - - -
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役務 ガスクロマトグラフ質量分析システムレンタル
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11月8日
（株）江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４

一般競争契約 1,989,900 - - -

役務
染色体分離型超高速遺伝子解析システム高速DNAシーケン
サー消耗部品交換及び保守点検業務

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29年11月13日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 2,149,200 - - -

役務
リングネットサンプル仔魚・動物プランクトン分析業務外２
件

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29年11月13日
（株）水土舎
神奈川県川崎市多摩区生田８-１１-１１

一般競争契約 2,883,600 - - -

役務 大型自動観測ブイ再設置業務
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29年11月15日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 3,326,400 - - -

役務
西海区水産研究所五島庁舎飼育実験棟新築その他工事監理業
務

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

平成29年11月21日
山本企画建築設計事務所
長崎県五島市吉田町２８７９-５

一般競争契約 2,667,600 - - -

役務
我が国におけるタコ類の市場構造と国産タコ類の市場競争力
に関する調査

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

平成29年11月22日
（株）自然産業研究所
滋賀県大津市仰木の里東１-１-２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

3,780,000 - - -

役務 元素分析装置修理業務
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29年11月24日
大槻理化学（株）釧路営業部
北海道釧路市星が浦南２-１-３

一般競争契約 1,387,800 - - -

役務 陽光丸2000m観測ウインチアーマードケーブル換装業務
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29年11月24日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

一般競争契約 3,132,000 - - -

役務
西海区水産研究所五島庁舎海上生け簀の側張りの接続リング
交換業務

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29年11月24日
（株）花村潜建
長崎県五島市籠淵町８７-１６

一般競争契約 1,674,000 - - -

役務
瀬戸内海区水産研究所百島庁舎実験棟５トン水槽用加温冷却
機更新業務

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29年11月29日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 6,804,000 - - -

役務 西海区水産研究所奄美庁舎生簀網洗浄業務
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29年11月29日
（株）藤田建設
鹿児島県大島郡瀬戸内町大字手安４３６-１

一般競争契約 1,814,400 - - -

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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月11日
小湊造船（株）
千葉県袖ヶ浦市南袖９

一般競争契約 12,960,000 特定調達 - - -

役務 インマルサット換装業務
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12月11日
古野電気（株）東京支店
東京都千代田区神田和泉町２-６

一般競争契約 1,728,000 - - -

役務
練習船耕洋丸コンパスデッキ甲板張替及び第１教室浮き床材
張替業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年12月11日
（株）ワイエフエフ
山口県下関市彦島塩浜町３-１４-３６

一般競争契約 15,606,000 - - -

役務 ＤＮＡマイクロアレイを用いたブリSNPの遺伝型判別業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月12日
伊勢久（株）名古屋営業所
愛知県名古屋市中区丸の内３-４-１５

一般競争契約 4,188,240 - - -

役務
東北区水産研究所所属漁業調査船 若鷹丸 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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月13日
東北ドック鉄工（株）
宮城県塩釜市北浜４-１４-１

一般競争契約 30,780,000 特定調達 - - -

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　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月20日
海洋エンジニアリング（株）
東京都台東区台東４-２８-１１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

33,429,234 22,669,200円/月 - - -

役務 スケトウダラ仔稚魚等耳石薄片標本作製業務
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29年12月20日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 2,505,600 - - -
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役務 ケブラーアーマードケーブル換装業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年12月22日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

一般競争契約 7,322,400 - - -

役務 ８０００ｍウインチワイヤ換装業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年12月22日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 5,605,200 - - -

役務 若鷹丸ワープウインチ点検整備業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年12月22日
（有）協和テクノサービス
宮城県石巻市松並１-４-５

一般競争契約 6,480,000 - - -

役務 渦電流式電気動力計修理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年12月25日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 2,084,400 - - -

役務 練習船耕洋丸船内共視聴装置デジタル化改修業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年12月25日
特機システム電機（株）
山口県下関市宝町５-１

一般競争契約 4,438,800 - - -

役務 天皇海山海域キンメダイ耳石輪紋計数業務
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29年12月26日
マリノリサーチ（株）
三重県桑名市中山町６０

一般競争契約 4,307,515 - - -

役務 練習船耕洋丸船内ＬＡＮサーバー用ＳＷ-ＨＵＢ換装業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年12月27日
ＭＨＩ下関エンジニアリング（株）
山口県下関市彦島江の浦町６-１６-１

一般競争契約 2,000,160 - - -

役務 国際水産資源研究所樹木伐採及び伐根等業務
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29年12月28日
（株）セイセイサーバー
静岡県静岡市清水区川原町１-９

一般競争契約 2,399,760 - - -

役務 ＬＣネット修理
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年1月4日
西日本ニチモウ（株）
山口県下関市小月小島２-３-１７

一般競争契約 1,195,582 - - -

役務 マルチビームソナーのデータ解析処理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年1月4日
日本海洋（株）
東京都足立区東和５-１３-４

一般競争契約 3,488,400 - - -

役務
蒼鷹丸ＣＴＤウィンチアーマードケーブル換装及び点検整備
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30年1月12日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

一般競争契約 6,490,800 - - -

役務 ＧＭＤＳＳ救命設備換装業務
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30年1月15日
（株）鈴木無線電機工業所
静岡県静岡市清水区松原町８-９

一般競争契約 1,615,680 - - -

役務 「日本近海における混獲生物調査」に係る用船
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30年1月17日
（有）ハンエイ
宮崎県日南市油津３-１１-２１

一般競争契約 4,964,515 10,260,000円/月 - - -

役務 情報システムアドバイザー業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月19日
（株）ブレインワークス
兵庫県神戸市中央区三宮町１-４-９

一般競争契約 2,095,200 - - -

役務 陽光丸喫煙区画新設業務
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30年1月23日
前畑造船（株）
長崎県佐世保市干尽町６-３

一般競争契約 1,944,000 - - -

役務 作業環境測定業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月5日
中国水工（株）
山口県宇部市居能町１-５-３３

一般競争契約 2,064,960 - - -

役務 廃薬品等処理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月14日
アサヒプリテック（株）北九州事業所
福岡県北九州市門司区新門司３-８１-５

一般競争契約 5,400,000 - - -

役務 クロマグロ輸送業務
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30年2月15日
住宝丸活魚運搬（株）
愛媛県宇和島市明倫町５-１-９

一般競争契約 1,620,000 - - -
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役務 若鷹丸ＭＦ／ＨＦ２５０Ｗ無線装置換装業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成30年2月19日
日本無線（株）東北支社
宮城県仙台市宮城野区榴岡３-４-１

一般競争契約 3,240,000 - - -

役務
西海区水産研究所長崎庁舎海水取水・排水処理設備点検整備
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30年2月21日
（株）ヤマテック
京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷１０５-６

一般競争契約 3,790,800 - - -

役務 GPSコンパス設置等業務
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30年2月22日
釧路重工業（株）
北海道釧路市知人町１-５

一般競争契約 2,127,600 - - -

役務 西海区水産研究所八重山庁舎海水取水設備清掃業務
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30年2月23日
（株）東京久栄
東京都中央区日本橋３-１-１５

一般競争契約 6,642,000 - - -

役務 若鷹丸多折クレーン修繕業務
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成30年2月28日
（有）協和テクノサービス
宮城県石巻市松並１-４-５

一般競争契約 1,801,656 - - -


