
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

物品 ポップアップアーカイバルタグ
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2月6日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

特例規程第19
条第2号

本調達物品に必須である性能を全て満たしている製品はWildlifeComputers社の
製品のみであり、同社の日本国内唯一の代理店は（株）田中三次郎商店である
ことから、他者において取扱ができないため。

27,672,840
特定調達
単価契約

- - -

物品 データ記録型電子標識
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2月17日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

特例規程第19
条第2号

本調達物品に必須である性能を全て満たしている製品はLotek社の製品のみであ
り、同社の日本国内唯一の代理店は（株）田中三次郎商店であることから、他
者において取扱ができないため。

33,942,780
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　九州離島地区１箇所で使用する電気
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2月23日
九州電力（株）長崎営業所
長崎県長崎市城山町３-１９

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。 13,820,862
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　沖縄離島地区１箇所で使用する電気
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2月23日
沖縄電力（株）離島カンパニー八重山支店
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。 15,229,168
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　北海道地区４箇所で使用する電気
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2月23日
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通東１-２

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。 4,698,884
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　東北地区２箇所で使用する電気
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2月23日
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１-７-１

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。 2,297,117
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　関東地区５箇所で使用する電気
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2月23日
東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ（株）E＆G事業本部南関東本部
神奈川県横浜市中区弁天通１-１

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。 2,344,121
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　中部地区１箇所で使用する電気
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2月23日
中部電力（株）
愛知県名古屋市東区東新町１

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。 16,200
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　中国地区３箇所で使用する電気
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2月23日
中国電力（株）
広島県広島市中区小町４-３３

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。 54,467
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　九州地区１箇所で使用する電気
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2月23日
九州電力（株）長崎営業所
長崎県長崎市城山町３-１９

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。 41,000
特定調達
単価契約

- - -

物品 低圧電力･従量電灯　沖縄地区１箇所で使用する電気
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2月23日
沖縄電力（株）離島カンパニー八重山支店
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。 688,326
特定調達
単価契約

- - -

物品 ＸＢＴ及びＸＣＴＤプローブ
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17日
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２-２-２０

特例規程第19
条第2号

本調達物品は、航行しながら測器を投下しデータを取得できることが必須であ
るが、仕様を満たす機種は（株）鶴見精機社の製品のみである。同社は、直接
販売のみで対応しているため。

24,716,016
特定調達
単価契約

- - -

物品 着底型カイト式トロールネット
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
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）
仕様を満たす製品はニチモウ(株)製の「簡易式着底サンプリングギア　LC-16
型」のみであるが、当該製品は同社の特許技術が含まれており、同社は当該特
許技術に関して第三者の使用を許諾しておらず直接販売のみとなっているた
め。

6,804,000 - - -

平成２９年度　随意契約に係る情報の公表（物品）

公益法人の場合

種別 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

平成２９年度
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物品 水中グライダー用乱流計
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15日
ＪＦＥアドバンテック（株）東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町１-３-1

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 9,374,400 - - -

物品 漁網監視装置用深度・水温センサー
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11号）
本調達物品に必須である全ての性能を満たし、既存の漁網監視装置でデータ受
信可能な機種は、Scanmar社の漁網監視装置深度・水温センサーSS4Sensorのみ
である。同社の日本国内唯一の代理店は日本海洋（株）であり、他者において
取扱ができないため。

2,138,400 - - -

物品 ポップアップアーカイバルタグ
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14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 3,261,600 - - -

物品 漁網監視装置用深度センサー
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18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）
本調達物品に必須である全ての性能を満たし、既存の漁網監視装置でデータ受
信可能な機種は、Scanmar社の漁網監視装置用深度センサーのみである。同社の
日本国内唯一の代理店は日本海洋（株）であり、他者において取扱ができない
ため。

2,322,000 - - -

物品 マイクロデータロガー外３点
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
（有）リトルレオナルド
東京都文京区本駒込１-４-４

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9号）
本調達物品に必須である性能を全て満たしている製品はリトルレオナルド社製
のみであり、同社は販売代理店を設けず自ら直接販売していることから、他者
において取扱ができないため。

5,300,640 - - -

物品 オッターセンサー
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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年7月26日
古野電気（株）東北支店
青森県八戸市大字湊町字大沢４２

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）
調達物品に必須である全ての性能を満たし、既存のMarport社の受信機と互換性
のある機種は、Marport社のオッターセンサーのみである。同社の日本国内唯一
の代理店は古野電気（株）であり、他者において取扱ができないため。

2,073,600 - - -

物品 超音波受信機　ほか１点
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7月27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9号）
本調達物品に必須である性能を全て満たしている製品はVemco社製の超音波受信
機VR2W及び超音波発信器V13-1Hのみである。同社の日本国内総代理店は日本海
洋(株)であり、他者において取扱ができないため。

2,319,840 - - -

物品 迅速溶媒抽出装置
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1日
（株）松見科学計測
東京都千代田区岩本町２-７-１１

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。 1,944,000 - - -

物品 懸濁粒子・溶存物質採集用現場型捕集装置
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1日
スリーエス・オーシャンネットワーク（有）
東京都江東区北砂４-１９-３０-１１１９

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）
仕様を満たす機種はMcLane　Research　Laboratories社のFilter Sampler
WTS6-1-142LVのみである。同社の日本国内唯一の代理店はスリーエス・オー
シャンネットワーク(有)であり、他者において取扱ができないため。

10,559,592 - - -

物品 種卵（さけ・ます）
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8月10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か
見込まれないため特命随契を行った。

16,414,220
特定調達
単価契約
104.13円/千粒

公社
都道府県
所管

-

物品 トリチウム用燃焼炉コンプリートシステム
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18日
桑和貿易（株）
東京都千代田区岩本町１-７-１

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）
仕様を満たす機種はRADDEC　INTERNATIONAL社のPyrolyzer-6 Trioのみである。
同社の日本国内唯一の代理店は桑和貿易（株）であり、他者において取扱がで
きないため。

13,824,000 - - -

物品 有限要素計算システム（バージョンアップ版）
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8月22日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都千代田区霞が関３-２-５

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 1,620,000 - - -

物品 ９月分船舶用重油（那覇港）
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30日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２-２-３

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。 7,722,000
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 多層水温自動観測システム
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
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9号）
調達物品の仕様を満たす機器は、日油技研工業（株）の製品のみであるが、同
社は代理店を設けず直接販売を実施しており、他者において取扱いができない
ため。

1,886,760 - - -
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物品 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
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16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）
本調達物品に必須である性能を全て満たしている製品はWildlife Computers社
の製品のみであり、同社の日本国内唯一の代理店は（株）田中三次郎商店であ
ることから、他者において取扱ができないため。

3,267,000 - - -

物品 ２０１８年外国雑誌（Elsevier Science ほか）
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2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新横浜３-１８-１４

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。本来であれば再度公告入札を行うとこ
ろ、仕様書に定める雑誌の納入開始に間に合わなくなるため、予定価格の制限
の範囲内の見積金額の提示があった事業者と随意契約を締結した。

17,346,771 - - -

物品 硝酸塩濃度計
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11月27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

（契約事務取扱規程第30条の2第1項第9号）
本調達物品に必須である「測定精度を維持できる構造または機能を有するこ
と。」を満たす機種は、Sea-Bird Scientific社製のDeepSUNAのみである。同社
の日本国内総代理店は(株)シィー・ティー　アンド　シィーであり、他社では
販売していないため。

5,702,400 - - -

物品 漁網監視装置用深度センサー
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
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）
調達物品に必須である全ての性能を満たし、既存の漁網監視装置でデータ受信
可能な機種は、Scanmar社の漁網監視装置用深度センサーのみである。同社の日
本国内唯一の代理店は日本海洋（株）であり、他者において取扱ができないた
め。

2,127,600 - - -

物品 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　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年12月25日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲１-１-６

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11号）
研究開発における試験、実験、観測のために不可欠な代替性のないTeldyne Web
Research社製の部品の買入れであって、取扱可能な者が日本国内唯一の代理店
である（株）東陽テクニカに限定されるため。

2,797,200 - - -

物品 超音波発信機外１点
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11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 6,480,000 - - -


