
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
高圧電力（J）沖縄地区２箇所で使
用する電気

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2月17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。 21,692,951
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｂ）東北地区
２箇所で使用する電気

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2月17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

一般競争入札の結果、応札者がなかったため。 2,278,830
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｄ）関東地区
５箇所で使用する電気

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2月17日
東京電力（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。 2,552,016
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｅ）中部地区
１箇所で使用する電気

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2月17日
中部電力（株）伊勢営業所
三重県志摩市阿児町鵜方字瀬戸ノ田２０２
６-１

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。 2,532
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｇ）中国地区
３箇所で使用する電気

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2月17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。 166,869
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｊ）沖縄地区
２箇所で使用する電気

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2月17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

一般競争入札及び再度入札の結果、不調となったため。 853,356
特定調達
単価契約

- - -

物品
高圧電力（Ｉ）九州地区６箇所で
使用する電気

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
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。 92,437,418
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ｉ）九州地区
３箇所で使用する電気

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
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。 120,258
特定調達
単価契約

- - -

物品
高圧電力（F）関西地区２箇所で使
用する電気

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9日
関西電力（株）
大阪府大阪市北区中之島３-６-１６

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。 12,666,464
特定調達
単価契約

- - -

物品
低圧電力･従量電灯（Ａ）北海道地
区５箇所で使用する電気

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14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。 4,650,100
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14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り、同社は、直接販売
のみで対応しているため。

22,694,256
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16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。

34,481,268
特定調達
単価契約

- - -

物品 4～6月分船舶用軽油（三崎港）
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5日
（株）吉澤石油店
神奈川県三浦市三崎町諸磯３１９

特例規程第19
条第7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。 288,360
特定調達
単価契約
48,060円/KL

- - -

物品 4～6月分船舶用重油（塩釜港）
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12日
協同石油（株）
宮城県塩竃市新浜町３-１-１６

特例規程第19
条第7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。 4,981,500
特定調達
単価契約
66,420円/KL

- - -

公益法人の場合

平成２８年度　随意契約に係る情報の公表（物品）

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２８年度
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物品 小型水深水温計外
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
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

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9号）
本調達物品に必須である「無索でのデータ取得及び自記式であること。」を満た
す機種は、nke社製の小型水温深度計のみである。同社の日本国内総代理店は日
本海洋(株)であり、他者では販売していないため。

3,132,000 - - -

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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年5月31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 Coastal社製のSUNAV2浅海用のみである。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、他者では販売し
ていないため。

7,074,270 - - -

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
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
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

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11号)
本調達物品に必須である仕様をすべて満たし、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。同社の日本国内代理店は日本海洋(株)のみであることから、他者において取
り扱いができないため。

1,933,200 - - -

物品
船底設置型超音波ドップラー式多
層流向流速計

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27日
（株）ハイドロシステム開発東京支店
東京都江戸川区松江６-７-２２

特例規程第19
条第2号

調達物品の仕様を満たす機種は、Teledyne RD instruments社の製品のみである
が、同社の日本国内唯一の代理店は（株）ハイドロシステム開発であり、他者に
おいて取扱いができないため。

20,736,000 特定調達 - - -

物品
自由落下曳航式CTDウインチ専用リ
ワインダー

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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年8月1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11号)
調達物品は、既存のOcesascience社製自由落下曳航式ＣＴＤ用ウインチシステム
に広域かつ高解像度の観測に必要な糸巻き機能を追加するものであり、本機
(Ocesanscience社製）と互換性を有する同メーカーの製品でなくてはプログラム
設定等を行うことができないことから、仕様を満たす機種は、Oceanscience社の
みである。同社の日本国内唯一の代理店は（株）イーエムエスであり、他者にお
いて取扱いができないため。

3,488,400 - - -

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28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2号

北海道知事が算定する「さけます類の資源造成のためのふ化放流計画」に従っ
て、北海道は公益社団法人北海道さけ・ます増殖事業協会（以下「道増協」とい
う。）及び一般社団法人管内さけ・ます増殖事業協会の３者で委託契約書を締結
し、放流事業を実施しており、委託契約書において試験研究の用に供する受精直
後の卵は道増協に帰属することとされている。そのため、種卵の調達先は道増協
のみであり、他者において取扱できないため。

16,438,274
特定調達
単価契約
104.13円

公社 都道府県 -

物品 デジタルコンバータ外１点
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17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11号)
本調達物品に必須であるXBT/XCTDシステムの一部を新替えするもので有り、機器
の互換性の確保のため不可欠な代替性のない機器となる。製造メーカーの（株）
鶴見精機は代理店を介さず直接販売を行っており、他者において取扱出来ないた
め。

2,160,000 - - -

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28年8月18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 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28年8月23日
日油技研工業（株）
東京都豊島区南池袋２-２２-１

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9号）
本調達物品は、既存データとの観測精度を維持することが必要であり、計測層、
水温センサー計測精度、計測間隔を任意設定できることが必須であるため、仕様
を満たす機器は、日油技研工業（株）の製品のみである。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。

1,989,360 - - -

物品
漁網監視装置用　深度・水温セン
サー及びトロールサウンダー

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28年9月5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11号）
本調達物品に必須である仕様をすべて満たし、既存の漁網監視装置でデータ受信
可能な機種は、Scanmar社の水温センサー及びトロールサウンダーのみである。
同社の日本国内代理店は日本海洋(株)のみであることから、他者において取り扱
いができないため。

4,568,400 - - -

物品 背鰭装着型衛星発信器
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9月23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

(契約規程第30条の2第1項第9号)
冬期に日本沿岸に来遊するカマイルカの長期間の移動経路を解明するために購入
する機器であり、位置情報を180日以上発信できることが必須であるため、仕様
を満たす機種は、wildlifeComputers社のSPOT-299Aのみである。同社の日本国内
唯一の代理店は（株）田中三次郎商店であり、他者において取扱ができないた
め。

2,280,960 - - -

物品 超音波受信機
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5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9号)
本調達物品は、海底に設置され供試魚から発せられる超音波信号の到達時間と個
体IDを記録するが、より多くの供試魚のデータを取得する必要があるため50個体
以上を同時追跡機能を有する必要がある。さらに、1年以上連続観測可能な電池
及び記録容量が必須であるため、仕様を満たす機種は、Vemco社製の超音波受信
機VR2Tx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、他者では
取扱できないため。

2,300,400 - - -
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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

物品 2017年外国雑誌
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）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川研横浜市港北区新横浜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。 53,076,718 - - -

物品 計量魚群探知機送受波器
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14日
（株）ソニック
東京都立川市曙町１-１８-２

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11号)
当所所有の計量魚群探知機本体との互換性が必要不可欠な代替性のない機器の調
達であり、販売者は製造メーカーである(株)ソニック社に限定されるため。

1,899,676 - - -

物品 漁網監視装置用網高さセンサー
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28年12月5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11号）
本調達物品に必須である仕様をすべて満たし、既存の漁網監視装置でデータ受信
可能な機種は、Scanmar社の網高さセンサーTrawSounderのみである。同社の日本
国内代理店は日本海洋(株)のみであることから、他者において取り扱いができな
いため。

2,916,000 - - -

物品 現場型懸濁粒子採取装置
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7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

(契約規程第30条の2第1項第9号)
本調達物品は、大きい粒子と小さな粒子を区別してそれぞれの水量を測定し大量
に採取できることが必須であるため、仕様をすべて満たしている製品は、米国
McLane Research Laboratories社製のみである。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、他者において取り扱いがで
きないため。

6,104,700 - - -

物品
多段開閉式ネット・環境計測シス
テム用ネット／バケツ採集ユニッ
ト

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12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 3,423,600 - - -

物品 耳石日周輪計測システム
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28年12月14日
ラトックシステムエンジニアリング(株)
東京都文京区関口１-２４-８

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9号）
調達物品は、極めて狭い日輪の計数や耳石輪紋間隔を正確に計測できることが必
要不可欠であるため、仕様を満たす機器は、ラトックシステムエンジニアリング
（株）の製品のみである。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。

6,246,072 - - -

物品
抗トロール海底設置架台及び架台
内蔵水中切離装置

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12月15日
（株）ハイドロシステム開発東京支店
東京都江戸川区松江６-７-２２

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 5,486,400 - - -

物品 時系列式懸濁物質捕集装置
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28年12月22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

(契約規程第30条の2第1項第9号)
調達物品は、植物プランクトンなどの懸濁物質濃度が高い海域及び低い海域の懸
濁物質を棄損することなく捕集するために使用する機器であるため、仕様を満た
す機器は、McLane　Research　Laboratories社の製品のみである。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
て取扱いができないため。

6,258,600 - - -

物品 マイクロウェーブ分解装置
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28年12月26日
アステック(株)
東京都新宿区高田馬場４-３９-７

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9号)
調達物品の仕様を満たす機器は、SCP SCIENCE社の製品のみであるが、同社の日
本国内唯一の輸入総代理店はGLサイエンス（株）、販売総代理店はアステック
（株）であり、他者において取扱いができないため。

4,989,600 - - -

物品
１～２月分船舶用燃油（いか釣船
２隻（糸満漁港））

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27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。 1,635,120
特定調達
単価契約
81,756円/KL

- - -

物品
（試薬）N,N-ジメチルホルムアミ
ド　ほか

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1月12日
大栄堂器械店
長崎県長崎市上戸町２-１９-１０

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。 3,510,000 - - -

物品 オーバーヘッド式コピーシステム
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2月3日
（株）リョービシステムサービス
岡山県岡山市南区豊成２-７-１６

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。 1,960,200 - - -


