
別紙様式４

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応募
者数

指定添加物の安全性に関する試験（２
-メチルブチリックアシドに関する９０日
間反復投与毒性試験）　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日
株式会社ＤＩＭＳ医科学
研究所
愛知県一宮市浅井町
西浅井郷裏６４

毒性の評価において
は、用量設定試験・本
試験から病理組織評価
までの結果を比較し、
総合的に判断すること
が極めて重要であるた
め、平成２６年度に本試
験までを実施した者と
継続して契約する必要
があるので、会計法第
２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１
０２条の４第３号に該当
するため。

             2,268,000              2,268,000 100.0%

指定添加物の安全性に関する試験（β
-カリオフィレンに関する９０日間反復投
与毒性試験）　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

株式会社ボゾリサーチ
センター
東京都渋谷区大山町３
６－７

毒性の評価において
は、用量設定試験・本
試験から病理組織評価
までの結果を比較し、
総合的に判断すること
が極めて重要であるた
め、平成２６年度に本試
験までを実施した者と
継続して契約する必要
があるので、会計法第
２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１
０２条の４第３号に該当
するため。

             2,173,500              2,173,500 100.0%

指定添加物の安全性に関する試験
（trans-2-ヘキセノールに関する９０日
間反復投与毒性試験）一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

一般財団法人食品薬
品安全センター　秦野
研究所
 神奈川県秦野市落合
７２９番地の５

毒性の評価において
は、用量設定試験・本
試験から病理組織評価
までの結果を比較し、
総合的に判断すること
が極めて重要であるた
め、平成２６年度に本試
験までを実施した者と
継続して契約する必要
があるので、会計法第
２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１
０２条の４第３号に該当
するため。

             2,116,800              2,116,800 100.0%

平成27年度 サイエンス・ダイレクトの
利用

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

エルゼビア・ビー・ブイ
最高経営責任者　ロン・
モーベット
オランダ王国アムステ
ルダム市ラーダーヴェ
ヒ29

契約の性質又は目的
が競争を許さないこと
から、予算決算及び会
計令第102条の4第3号
に該当するため。

            23,374,480             23,374,480 100.0%

平成27年度　アメリカ化学会（ＣＡＳ）情
報検索サービス（Sci Finder）の利用

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

一般社団法人化学情
報協会
企画管理室長　津山
重雄
東京都文京区本駒込６
－２５－４

契約の性質又は目的
が競争を許さないこと
から、予算決算及び会
計令第102条の4第3号
に該当するため。

             9,815,040              9,815,040 100.0%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

備　考
再就職の
役員の数

（人）

公益法人の場合

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
た会計法令の根拠条文
及び理由（企画競争又

は公募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）



公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応募
者数

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

備　考
再就職の
役員の数

（人）

公益法人の場合

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
た会計法令の根拠条文
及び理由（企画競争又

は公募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

平成27年度　雑品類　1式　単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月9日

株式会社エムアンド
オーインダストリー
代表取締役　町側　烈
士
神奈川県横浜市鶴見
区生麦３－１０－９

予定価格が160万円を
超えない物品の購入で
あることから、予算決算
及び会計令第99条第3
号に該当するため。

             1,391,732              1,391,732 100.0%

単価契約
石けん　72/
個　外
契約は概算
見込額で実
施

試験研究業務等のための人材派遣業
務（不落随契）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月20日

大阪ガスエクセレント
エージェンシー株式会
社
代表取締役　　湊　澄
夫
大阪府大阪市北区梅
田１－１２－１７

一般競争入札を実施し
た結果、入札者がな
かったことから、予算決
算及び会計令第99条
の2に該当するため。

2,568/h
(税抜)

2,300/h
(税抜)

89.6%
概算見込額
5,007,744円

試験研究業務等のための人材派遣業
務（不落随契）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

WDB株式会社
代表取締役社長　中野
敏光
東京都千代田区丸の
内2-3-2

一般競争入札を実施し
た結果、入札者がな
かったことから、予算決
算及び会計令第99条
の2に該当するため。

2,677/h
(税抜)

外

2,400/h
(税抜)

外
89.7%

概算見込額
9,552,816円

平成27年度　国立医薬品食品衛生研
究所食品添加物指定等相談センター
事務所の賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年4月1日

NREG東芝不動産株式
会社
賃貸事業本部長　上谷
公志郎
東京都港区芝浦1－1
－1

契約の性質又は目的
が競争を許さないこと
から、予算決算及び会
計令第102条の4第3号
に該当するため。

 264,240/月
（税抜）

 264,240/月
（税抜）

100.0%
概算見込額
3,813,350円

⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。

①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」

②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」

③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（1 者の場合は「1 者」、2 者の場合は「2 者」と付すこと。）。

④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」
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