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瀬戸内海区水産研究所廿日市庁舎土地賃貸借（広
島県）

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　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

令和2年2月4日
広島県
広島県広島市中区基町１０-５２

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事務事業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。

40,505,222
複数年契約
(2.4.1～7.3.31)

- - -

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
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年3月2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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第6号）
法人の目的を達成するために不可欠な特定の情報であって、当
該情報を提供可能な者が一に限定されるため。

4,748,924 単価契約 - - -

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研究・教育機構
日本海区水産研究所長　渡邊　朝生
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

令和2年3月17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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事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 京都府 -

東北区水産研究所宮古庁舎土地賃貸借
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　小倉　未基
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和2年3月24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

（契約事務取扱規程第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。

2,933,706 - - -

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研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年3月27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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器が外国製であり日本国内
総代理店である一の者しか行うことができないと認められるた
め。

9,016,700 - - -

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研究・教育機構
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年3月30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。 23,720,640 - - -

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研究・教育機構
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年3月30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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1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。

4,208,410 - - -

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研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年3月30日
ブルカージャパン（株）バイオスピン事業部
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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

13,255,000 - - -

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　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年3月30日
西川計測（株）
東京都谷区代々木３-２２-７

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

2,804,780 - - -

北海道区水産研究所根室さけます事業所土地賃貸
借

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　大迫　典久
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

令和2年3月31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

（契約事務取扱規程第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。

5,257,404 - - -

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　板倉　茂
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

令和2年3月31日
長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所
長崎県長崎市万才町３-１７

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第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。

10,539,780 - - -

「日本海スルメイカ漁期前分布調査」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　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年4月1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

一般競争入札の結果、不調となったため。 13,849,733 21,868,000円/月 - - -

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　渡邊　朝生
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

令和2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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第2号）
当該場所でなければ事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。

840,630 - - -

令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

1,843,941 - - -

令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2年4月1日
国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科
東京都文京区本郷７-３-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

1,374,618 - - -

令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

1,477,944 - - -

令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2年4月1日
国立大学法人北海道大学大学院地球環境科学研究院
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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

6,416,719 - - -

令和２年度　随意契約に係る情報の公表（役務）

公益法人の場合

契　約　の　名　称
契約担当者の氏名並びにその所属する部局の

名称及び所在地
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会計規程等の根拠規程及び理由

契約金額 備考
再就職の
役員の数



令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

1,989,350 - - -

令和２年度科学技術試験研究委託事業「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」

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

令和2年4月1日
国立大学法人東京農工大学
東京都府中市晴見町３-８-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
委託業務委託元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

2,096,350 - - -

令和２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　錢谷　弘
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年4月20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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであ
るため。

1,191,000 - - -

「スルメイカ漁場一斉調査Ⅱ」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　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年4月27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

一般競争入札の結果、不調となったため。 18,745,353 21,873,500円/月 - - -

令和２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　錢谷　弘
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年5月8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

（契約事務取扱規程第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。

1,362,000 - - -

令和２年度内水面生態系における放射性物質の挙
動に関する研究

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

令和2年5月8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

（契約事務取扱規程第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。

1,490,000 - - -

AIS（自動船舶識別装置）情報提供業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　錢谷　弘
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年5月29日
（株）IHIジェットサービス
東京都昭島市拝島町３９７５-１８

会計規程第36条
第1項第1号

当該役務の性質から契約の相手方が一であると見込まれ、公募
した結果、応募者が１者だったため。

公募 1,628,000 - - -

本部事務所の賃貸借
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年6月5日
三井住友信託銀行（株）
東京都港区芝３-３３-１

会計規程第36条
第1項第1号

本部事務所の賃貸借契約で、あらかじめ具体的な仕様を定める
ことが困難であり、仕様等の提案を募り最も有利な者を採用す
る必要があるため。

企画競争 145,439,268
複数年契約
(2.9.1～4.12.31)
4,166,229円/月

- - -

「令和２年度有明海・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」

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

令和2年6月9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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
請負業務請負元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

2,235,090 - - -

「令和２年度有明海・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」

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

令和2年6月9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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
請負業務請負元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

2,440,570 - - -

環境研究総合推進費「海洋酸性化と貧酸素化の複
合影響の総合評価」

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

令和2年6月11日
公益財団法人海洋生物環境研究所
東京都新宿区山吹町３４７藤和江戸川橋ビル７階

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
請負業務請負元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

16,337,000 公財 国 -

環境研究総合推進費「海洋酸性化と貧酸素化の複
合影響の総合評価」

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

令和2年6月11日
国立研究開発法人産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関１-３-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
請負業務請負元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

4,871,957 - - -

環境研究総合推進費「海洋酸性化と貧酸素化の複
合影響の総合評価」

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

令和2年6月11日
国立大学法人北海道大学大学院地球環境科学研究院
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

（契約事務取扱規程第30条の2第19号）
請負業務請負元が予め承認した者と再委託契約を締結するもの
であり、契約相手方が一の者に特定されるため。

7,871,000 - - -

水中グライダー用バッテリー
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　小倉　未基
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和2年6月15日
（株）SeaBreath
東京都台東区浅草橋１-２７-５

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第11号）
研究開発における機器の互換性の確保のために不可欠な代替性
のない特定の機器や部品、材料の買入れであって、販売業者が
一に限定されるため。

3,560,000 - - -

オホーツク海（北緯50-57度、東経147-152度）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
国際水産資源研究所長事務代理業務推進部長
岩﨑　俊秀
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

令和2年6月30日
連邦国家予算学術機関「全ロシア水産海洋科学研究所」
太平洋支部
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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであ
るため。

37,000,000 - - -

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　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年7月22日
山本造船（株）
広島県呉市音戸町田原３-１-３

特例規程第19条
第1号

一般競争入札の結果、不調となったため。 15,543,000 特定調達 - - -

令和２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
水産資源研究所管理部門清水拠点長　加藤
修
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

令和2年7月29日
高知県漁業協同組合上ノ加江支所
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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであ
るため。

3,528,000 - - -



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
水産資源研究所管理部門清水拠点長　加藤
修
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

令和2年8月7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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の修繕であって、当該機器が外国製であり日本国内
総代理店である一の者しか行うことができないと認められるた
め。
本業務の実施にあたっては、俊鷹丸ヒーブモーションクレーン
の設計・仕様を熟知していることが必要不可欠であるが、製造
者である米国ダイナコン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)イーエムエス以外で
は業務実施が不可能であるため。

12,064,800 - - -

STCW基本訓練コース受講
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）　荒井　修亮
山口県下関市永田本町２-７-１

令和2年8月26日
ニッスイマリン工業（株）
福岡県北九州市戸畑区銀座２-６-２７

会計規程第36条
第1項第1号

当該業務等の性質から契約の相手方が一であると見込まれ、公
募した結果、その者からの応募がなかったため。

公募 1,311,200 - - -

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
水産技術研究所管理部門神栖拠点長　山田
陽巳
茨城県神栖市波崎７６２０-７

令和2年9月28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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

4,906,518 - - -

水中グライダー改修業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所管理部門塩釜拠点長　杉崎
宏哉
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和2年9月30日
（株）SeaBreath
東京都台東区浅草橋１-２７-５

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器が外国製であり日本国内
総代理店である一の者しか行うことができないと認められるた
め。

3,980,000 - - -

令和元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　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年10月1日
（株）横浜日経社
神奈川県横浜市中区相生町４-７４

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第3号）
官報へ公告等を掲載するため。 1,767,971 - - -

財務会計システム機能拡張等改修業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年10月6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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第17号）
財務会計システムの著作権は(株)NTTデータ・アイが有してお
り、システム改修業務は同者のみが実施しているため。

2,547,600 - - -

中央水産研究所所属漁業調査船蒼鷹丸トロール
ウィンチ及び10,000mウィンチ整備等業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所長　田中　健吾
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年10月9日
ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５-３６-７

会計規程第36条
第1項第2号

当年度第１種中間検査・臨時検査及び一般修繕(以下「ドッ
ク」という。)仕様書確定後の調査航海において、ドック中で
しか整備ができない不良箇所が発見され、今回のドックで整備
をしなければ、法令違反や安全運航に支障を来すだけでなく
ドック後の検査に合格しない恐れがある。ドック業務を受注し
たジャパンマリンユナイテッド(株)であれば、本来のドック期
間内に整備を行うことが可能で、検査にも合格することがで
き、今後の運航計画にも支障を来さない。また、他者に請け負
わせ上記造船所で整備を行うのは保安業務及び安全管理上の理
由により不可能であるため随意契約を行った。

13,230,294 - - -

令和２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
総務部長　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年10月12日
PwCあらた有限責任監査法人
東京都千代田区大手町１-１-１

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、担当部署
において企画書を公募の上、選定委員会により候補者を選定
し、独立行政法人通則法に基づき主務大臣の選任を得た者と契
約した。

9,333,500 - - -

フィッシュポンプ修理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
開発調査センター所長　伏島　一平
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年10月21日
（有）松阪製作所
 大阪府岸和田市八阪町２-２-３８

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 1,118,700 - - -

中央水産研究所所属漁業調査船蒼鷹丸レーダーマ
スト整備業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所長　田中　健吾
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年10月21日
ジャパンマリンユナイテッド（株）
東京都港区芝５-３６-７

会計規程第36条
第1項第2号

当年度第１種中間検査・臨時検査及び一般修繕(以下「ドッ
ク」という。)施工中にレーダーマストに重大な腐食が発見さ
れ、放置しておくと安全運航に支障を来すだけでなくドック後
の検査に合格しない恐れがあるため、速やかな整備が必要であ
る。ドック業務を受注したジャパンマリンユナイテッド(株)で
あれば、本来のドック期間内に整備を行うことが可能で、検査
にも合格することができ、今後の運航計画にも支障を来さな
い。また、他者に請け負わせ上記造船所で整備を行うのは保安
業務及び安全管理上の理由により不可能であるため随意契約を
行った。

3,599,304 - - -

蒼鷹丸ＣＴＤウインチ整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所長　田中　健吾
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

2,666,950 - - -

水産資源研究所所属漁業調査船北光丸トロールウ
インチ金属粉発生箇所特定及び整備業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所管理部門釧路拠点長　伊藤
正木
北海道釧路市桂恋１１６

令和2年10月27日
釧路重工業（株）
北海道釧路市知人町１-５

会計規程第36条
第1項第1号

ドック期間中に整備を行う必要があり、契約の相手方が一と見
込まれたことから公募を行った結果、応募者がいなかったた
め。

公募 5,961,010 - - -

俊鷹丸サイドスラスタ始動器盤修理業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所管理部門清水拠点長　加藤
修
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

令和2年10月28日
大洋電機テクノ販売（株）
東京都千代田区内神田１-１６-８

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の修繕であって、当該機器の設計や製作を行った一
の者が修繕の実施をグループ会社を通じて直接行っていること
から一の者しか行うことができないと認められるため。
本業務の実施にあたっては、俊鷹丸サイドスラスタ始動器盤の
設計・仕様を熟知していることが必要不可欠であるが、製造者
である大洋電機(株)はこれらの詳細情報を公開しておらず、グ
ループ会社である大洋電機テクノ販売(株)以外では業務実施が
不可能であるため。

1,980,000 - - -



中央監視装置用監視端末その他機器更新業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所管理部門神栖拠点長　山田
陽巳
茨城県神栖市波崎７６２０-７

令和2年10月29日
アズビル（株）ビルシステムカンパニー茨城支店
茨城県つくば市竹園１-６-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

2,310,000 - - -

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研究・教育機構
総務部長　高石　利美
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和2年11月13日
住商ビルマネージメント（株）
東京都千代田区神田錦町３-２６

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
本部事務所があるテクノウェイブ100では、「館内規則」によ
り貸室内清掃業務は、ビル管理会社と契約することが定められ
ているため。

1,125,982 - - -

漁網監視装置センサー修理業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所長　青野　英明
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

令和2年11月13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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の修繕であって、当該機器が外国製であり日本国内
総代理店である一の者しか行うことができないと認められるた
め。
本業務の実施にあたっては、漁網監視装置の構成・機能・性能
を熟知していることが必要不可欠であるが、製造者であるス
キャンマーA/S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）以外では業務実施
が不可能であるため。

3,839,000 - - -

羅臼海域におけるトド捕獲手法検討のための箱網
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
水産資源研究所管理部門釧路拠点長　伊藤
正木
北海道釧路市桂恋１１６

令和2年12月2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

当該業務等の性質から契約の相手方が一であると見込まれ、公
募した結果、応募者が１者だったため。

公募 2,469,379 - - -

海洋工学総合実験棟曳引車保守点検業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所管理部門神栖拠点長　山田
陽巳
茨城県神栖市波崎７６２０-７

令和2年12月3日
三菱重工機械システム（株）
神戸市兵庫区和田崎町１-１-１

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

11,990,000 - - -

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　高石　利美
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和2年12月22日
（株）日進サイエンティア
東京都品川区南大井６-２６-２

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第17号）
総務システムの著作権は(株)日進サイエンティアが有してお
り、システム改修業務は同者のみが実施しているため。

12,757,800 - - -

セジメントトラップ点検整備業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所長　田中　健吾
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年12月24日
日油技研工業（株）
東京都豊島区南池袋２-２５-５

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第14号）
特殊な機器の保守であって、当該機器の開発や製作を行った一
の者しか行うことができないと認められるため。

3,297,800 - - -

ＲＩ廃棄物廃棄業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所長　田中　健吾
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和3年1月19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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであ
るため。

2,720,938 公社 国 -

令和２年度さけ・ます等栽培対象資源対策委託事
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
水産資源研究所管理部門塩釜拠点長　杉崎
宏哉
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和3年1月22日
一般社団法人岩手県栽培漁業協会
岩手県大船渡市末崎町字鶴巻１２０

会計規程第36条
第1項第1号

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第1号）
契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであ
るため。

2,328,832 - - -

「太平洋および東シナ海におけるスルメイカ稚仔
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　高石　利美
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年2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。 10,034,838 22,220,000円/月 - - -

「日本海および東シナ海におけるスルメイカ稚仔
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　高石　利美
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年2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。 13,661,290 30,250,000円/月 - - -


