
別紙様式４

随意契約

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

既存化学物質安全性点検体制支援シ
ステム１式　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28年4月1日

日立キャピタル株式会社
　 代表執行役　川部　誠治
　東京都港区西新橋１－３－１
ＳＣＳＫ株式会社
　　代表取締役社長　谷原　徹
　　東京都江東区豊洲３－２－
２０

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。

            47,952,000             47,952,000 100.0%

平成28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28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  264,240/月 100.0%
概算見込額
3,424,550円

平成28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28年4月1日

エルゼビア・ビー・ブイ
ディレクター　エイドリアン・ルー
ゼン
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。

            22,778,403             22,778,403 100.0%

平成28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28年4月1日

一般社団法人化学情報協会
企画管理室長　一井　朗
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。

10,575,710 10,575,710 100.0%

平成28年度　高分解能FT-NMR　1式
保守

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28年4月1日

日本電子株式会社東京支店
支店長　高野　清
東京都千代田区大手町2－1-1
大手町野村ビル18階

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

14,600,520 12,917,880 88.5%

平成28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28年4月1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。

             1,373,726              1,337,700 97.4%

単価契約
石けん　72/個　外
契約は概算見込額で実
施

平成28年度　ゼロックス複写機　保守
23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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

富士ゼロックス株式会社
公共第三営業部長　近藤　陽
二郎
東京都港区六本木3-1-1

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

 316,282/月  316,282/月 100.0%

単価契約
モノクロ
@1/枚　外
契約は見込月額で実施
概算見込額
3,795,384円

平成28年度ＶＸＲ－４００Ｓ型及びＭＥＲ
ＣＵＲＹ４００型超伝導フーリエ変換核
磁気共鳴装置保守点検　１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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

アジレント・テクノロジー株式会
社
代表取締役社長　合田　豊治
東京都八王子市高倉町９－１

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

             5,469,768              5,466,528 99.9%

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

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
（％）

公益法人の場合

再就職の
役員の数

（人）
備　考



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

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
（％）

公益法人の場合

再就職の
役員の数

（人）
備　考

平成28年度H{C,N}コールドプローブ付
きバリアン600MHz　超伝導核磁気共
鳴装置　１式　保守

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28年4月1日

アジレント・テクノロジー株式会
社
代表取締役社長　合田　豊治
東京都八王子市高倉町９－１

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

             6,990,624              6,990,624 100.0%

平成28年度JNM-ECA600型核磁気共
鳴装置(セルフシールドタイプ)１式　保
守

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28年4月1日

日本電子株式会社東京支店
支店長　高野　清
東京都千代田区大手町2－1-1
大手町野村ビル18階

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

             7,971,480              7,053,480 88.5%

平成28年度C/H型コールドプローブ付
き600MHz　超伝導核磁気共鳴装置　１
式　保守

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28年4月1日

日本電子株式会社東京支店
支店長　高野　清
東京都千代田区大手町2－1-1
大手町野村ビル18階

公募を行った結果、応
札者が一者のみであっ
たことから、会計法第
29条の3第4項に該当す
るため。

             8,624,880              7,704,720 89.3%

平成28年度第１四半期　特Ａ重油に係
る単価契約

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28年4月1日
株式会社松田商店
代表取締役　　髙安　　健臣
東京都中央区入船３－５－１０

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。

 52.6/L（税抜）  38.0/L（税抜） 72.2%

平成28年度化学系及び核酸調整用試
薬類1式に係る単価契約

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28年4月28日

宮崎化学薬品株式会社
代表取締役　　　宮﨑　　紘一
東京都板橋区小豆沢３－１－３
０

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。

             1,415,361              1,392,562 98.4%

単価契約
メタノール　4,200/14kg
外
契約は概算見込額で実
施

指定添加物等の安全性に関する試験
（ラズベリーケトンに関するトランスジェ
ニックマウス遺伝子突然変異試験）
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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

公益財団法人食品農
医薬品安全性評価セン
ター
理事長　奈良間　功
静岡県磐田市塩新田５
８２－２

遺伝毒性の評価におい
ては、用量設定試験・
本試験から組織評価ま
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２７年度に本試

     3,099,600      3,099,600 100.0% 公財 国

指定添加物等の安全性に関する試験
（フルフラールプロピレングリコールア
セタールに関するトランスジェニックマ
ウス遺伝子突然変異試験）　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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

公益財団法人食品農
医薬品安全性評価セン
ター
理事長　奈良間　功
静岡県磐田市塩新田５
８２－２

遺伝毒性の評価におい
ては、用量設定試験・
本試験から組織評価ま
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２７年度に本試

     2,851,200      2,851,200 100.0% 公財 国

指定添加物の安全性に関する試験（2-
(4-メチル-5-チアゾリル)エタノールに
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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社DIMS医科学
研究所
代表取締役　玉野　静
光
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２７年度に本試

     3,175,200      3,175,200 100.0%

指定添加物の安全性に関する試験
（１，３，５－ウンデカトリエンに関する９
０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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社ボゾリサーチ
センター
代表取締役　山内　久
実
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２７年度に本試

     5,438,475      5,438,475 100.0%

指定添加物の安全性に関する試験（ア
セトアルデヒド　ジエチル　アセタール）
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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社DIMS医科学
研究所
代表取締役　玉野　静
光
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２７年度に本試

     5,103,000      5,103,000 100.0%



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

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
（％）

公益法人の場合

再就職の
役員の数

（人）
備　考

指定添加物の安全性に関する試験（ジ
メチルスルフィド）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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社ボゾリサーチ
センター
代表取締役　山内　久
実
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２７年度に本試

     5,655,825      5,655,825 100.0%

次世代医療機器・再生医療等製品評
価指標作成事業（微量診断装置）　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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月22日

国立研究開発法人理
化学研究所
外部資金室長   　　 小
澤　佳人
埼玉県和光市広沢２番
１号

国が承認を与えること
になる新規技術を活用
する次世代医療機器に
ついて、迅速且つ効率
的に審査をするための
評価指標の作成を目的
としている事業であり、
利益相無い中立的な者
と契約する必要がある
こと。また、17年度から
実施している同事業に
係る分析技術・手法と
の整合性を維持する必
要性から、当該機関以
外実施し得ないため会
計法第２９条の３第４項
に基づく予算決算及び
会計令１０２条の４第３
号により随意契約を締
結した。

     3,000,000      3,000,000 100.0%

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」

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」
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