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奄美庁舎で使用する電気の調達
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3月9日
九州電力（株）長崎営業所
長崎県長崎市城山町３-１９

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札の結果、応札者がなかったため。 10,339,209 単価契約 - - -

八重山庁舎で使用する電気の調達
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3月9日
沖縄電力（株）八重山支店
沖縄県石垣市字大浜４４１-２

特例規程第19条
第1号

一般競争入札の結果、応札者がなかったため。 22,551,716
特定調達
単価契約

- - -

小型カイト式表層トロール網

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3年4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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第18号）
特許技術を含む物品の買入れであって、特許権者が他者に実施
許諾をしてないため。

10,428,000 - - -

漁網監視装置用間隔センサー
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4月16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
のない特殊な機器や部品、材料の買入れであって、販売業者が
一に限定されるため。

4,235,000 - - -

5～6月分船舶用重油（函館港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年4月28日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

会計規程第36条
第1項第2号

納入予定日まで期間が短く公告期間を確保できないため。 6,482,300
単価契約
78,100円/KL

- - -

アルゴス衛星発信機
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6月24日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

会計規程第36条
第1項第1号

当該物品の仕様から契約の相手が一の者であると見込まれるこ
とから、公募した結果、応募者が１者であったため。

公募 2,305,600 - - -

配合飼料　11点
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3年7月14日
（株）科学飼料研究所
群馬県高崎市宮原町３-３

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。 3,439,590 - - -

ゲルマニウム半導体核種分析装置
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7月28日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬１-８

特例規程第19条
第2号

研究開発における測定の精度の確保のために不可欠な代替性の
ない特殊な機器の買入れであって、販売業者が一に限定される
ため。

15,730,000 特定調達 - - -

種卵（さけ・ます）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所さけます部門札幌拠点長　藤
井　徹生
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

令和3年8月6日
公益社団法人北海道さけ・ます増殖事業協会
北海道札幌市中央区北３条西７-１

特例規程第19条
第2号

北海道内で受精直後の種卵の調達先は、北海道より委託をうけ
ている一の者しか見込まれないため特命随契を行った。

16,577,178

特定調達
単価契約
106.06円×種卵156,300
千粒

公社 北海道 -

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
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8月18日
（株）エス・イー・エイ
千葉県浦安市富士見３-１６-３

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
のない特定の部品の買入れであって、日本国内総代理店である
一に限定されるため。

1,708,300 - - -

魚種判別機能を有する魚探付衛星ブイの購入及び
データ通信業務

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
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年8月20日
（有）アイティ企画
東京都台東区上野５-１９-４

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 2,008,270 - - -

超低温フリーザー

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南勢拠点長　中易
千早
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

令和3年9月2日
（株）久光大分
大分県大分市下郡北３-２５-２

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。 2,999,700 - - -

10～12月分船舶用重油（気仙沼港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年9月28日
高知県漁業協同組合
高知県高知市本町１-６-２１

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。 3,960,000
単価契約
99,000円/KL

- - -

超音波発信機　ほか２点
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10月14日
（株）アクアサウンド
兵庫県神戸市中央区港島中町４-１-１

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9号）
研究開発における試験、実験、観測の精度の確保のために不可
欠な代替性のない特殊な機器の買入れであって、販売業者が一
に限定されるため。

4,422,000 - - -

海洋動物用衛星発信器

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3年10月21日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

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9号）
研究開発における試験の精度の確保のために不可欠な代替性の
ない特殊な機器の買入れであって、販売業者が一に限定される
ため。

2,772,000 - - -

2022年外国雑誌（John Wiley & Sons）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年11月8日
（株）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川県横浜市港北区３-１８-１４

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。 21,982,616 特定調達 - - -

2022年外国雑誌（Acoustical Society of America
ほか）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年11月8日
（株）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川県横浜市港北区３-１８-１４

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。 13,534,035 特定調達 - - -
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放射能標準ガンマ体積線源
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11月9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

契約事務取扱規
程第30条第2項

一般競争入札及の結果、入札者がなく、不調となったため。 2,157,100 公社 国 1

配信機能付き設置型魚群探知機
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
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年12月15日
（株）AquaFusion
兵庫県神戸市中央区港島中町４-１-１

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 3,911,000 - - -

1～3月分船舶用軽油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和3年12月24日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

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。 858,000
単価契約
107,250円/KL

- - -

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
水産資源研究所管理部門新潟拠点長　永澤
亨
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

令和3年12月27日
（株）エス・イー・エイ
千葉県浦安市富士見３-１６-３

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11号）
仕様を満たす製品の国内販売は、米国Huntington Ingalls
Industries社の日本における独占的な販売代理店である（株）
エス・イー・エイのみが行っているため。

1,708,300 - - -

高圧電気の調達（中部地区４箇所）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　牛島　洋
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５

令和4年3月15日
中部電力パワーグリッド（株）
愛知県名古屋市東区東新町１

会計規程第36条
第1項第2号

緊急を要し、競争に付することができないため。 3,239,515 単価契約 - - -

北光丸漁網監視装置船上部システム

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4年3月31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

研究開発における観測の精度の確保のために不可欠な代替性の
ない特殊な機器の買入れであって、販売業者が一であると見込
まれ、公募した結果、応募者が１者だったため

公募 12,375,000 - - -


