
別紙様式　３

物品役務等の名称及び数量
契約責任者等の氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 落札率 備　　考

受精卵（乳用牛）購入
２４個

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月5日
株式会社十勝畜産貿易
北海道帯広市昭和町基線108
法人番号：9460101001132

一般競争入札

－ 6,070,680 円 －

受精卵（乳用牛）購入
１２個

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月15日
株式会社野澤組
東京都千代田区丸の内３－４－１
法人番号：1010001026166

一般競争入札

－ 3,207,600 円 －

家畜改良センター岡崎牧場に設置する鶏
舎用ケージほか設備のリース

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月15日
NTTファイナンス株式会社
東京都港区港南１丁目２番７０号
法人番号：8010401005011

一般競争入札

－ 15,141,816 円 －

３年契約

超音波診断装置購入
家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月28日
富士平工業株式会社
東京都文京区本郷６丁目１１番６号
法人番号5010001006783

一般競争入札

－ 2,160,000 円

第３四半期燃料契約
　揮発油(ｽﾀﾝﾄﾞ給油)      1,200L
　揮発油(ﾛｰﾘｰ･ﾄﾞﾗﾑ缶)    2,000L
　軽油(課税)　           3,700L
　軽油(免税)            10,000L
  灯油(ﾛｰﾘｰ)　　　　　  10,000L

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月29日
白河商事株式会社
福島県白河市中町６５
法人番号：7380001010219

一般競争入札

－ 2,320,814 円

飼料購入（単価契約）
肉用牛配合飼料    26,000kg

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月29日
株式会社安藤物産
福島県郡山市愛宕町１０－１６
法人番号：7380001004468

一般競争入札

－ 1,404,000 円

飼料購入（単価契約）
乳用牛配合飼料     7,000kg
種豚用配合飼料    30,000kg

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

平成29年9月29日
ＴＯＨＯピクス株式会社
福島県郡山市本町一丁目４番地１４号
法人番号：9380001005919

一般競争入札

－ 1,405,836 円

家畜改良センター新冠牧場汚水処理施設
汲み上げ用水中ポンプ交換業務

家畜改良センター新冠牧場長　仲西　孝敏
北海道日高郡新ひだか町静内御園587番地の1

平成29年9月20日
エム・エス・ケー農業機械株式会社
北海道恵庭市戸磯193番地8
法人番号：4013301001802

一般競争入札

－ 2,449,440 円

チェーンスクレーパー用部品購入
家畜改良センター新冠牧場長　仲西　孝敏
北海道日高郡新ひだか町静内御園587番地の1

平成29年9月20日
株式会社コーンズ・エージー
北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1
法人番号：2430001043589

一般競争入札

－ 2,916,000 円

家畜改良センター新冠牧場心土破砕ほか
2件業務請負

家畜改良センター新冠牧場長　仲西　孝敏
北海道日高郡新ひだか町静内御園587番地の1

平成29年9月29日
公益財団法人北海道農業公社
北海道苫小牧市若草町5丁目5番3号
法人番号：5430005010772

一般競争入札

－ 8,640,000 円

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

独立行政法人家畜改良センター

平成２９年９月

契約金額
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ライムケーキ散布請負業務
家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年9月4日
株式会社北土開発
北海道河西郡芽室町東６条１０丁目１番１
法人番号：1460101001569

一般競争入札

－ 1,205,668 円

乾牧草ロール運送
（十勝牧場～新冠牧場）

家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年9月25日
株式会社共成レンテム農機事業所
北海道中川郡幕別町明野658番地1
法人番号：6460101000459

一般競争入札

－ 1,177,254

燃料購入
灯油  75,700L

家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年9月4日
三洋興熱株式会社
北海道帯広市西８条南７丁目１番地
法人番号：3460101000610

一般競争入札

－ 4,431,175 円

肉用牛肥育用配合飼料（雪印配合飼料
新名人）購入
345,000kg

家畜改良センター奥羽牧場長　元村　聡
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

平成29年9月29日
雪印種苗株式会社十和田営業所
青森県十和田市大字伝法寺字大窪１番１７号
法人番号：6430001017705

一般競争入札

－ 19,375,200 円 －

第３四半期燃料契約
　課税軽油　       4,000L
　免税軽油　      12,000L
  灯油　　　　　   8,900L

家畜改良センター奥羽牧場長　元村　聡
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

平成29年9月28日
田中商工株式会社
青森県十和田市西二十一番町24-26
法人番号：7420001011071

一般競争入札

－ 1,715,244 円 －

サイレージ材料及び堆肥等運搬業務委託
家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月29日
開成建設株式会社
岩手県盛岡市中太田新田２０－１０４
法人番号：6400001000416

一般競争入札

－ 1,998,000 円 －

乳用牛飼育用配合飼料（バラ）購入
340,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野１－１２－１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 12,484,800 円 －

飼料購入
綿実　　　　　　　58,000kg
ビートパルプ　　　80,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野１－１２－１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 6,675,264 円 －

脂肪酸カルシウム購入
9,800kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
雪印種苗株式会社盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢１－２７７
法人番号：6430001017705

一般競争入札

－ 1,555,848 円 －

加熱大豆粕購入
19,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
富士農産株式会社
群馬県前橋市鼻毛石町２１０１－１
法人番号：1070001002797

一般競争入札

－ 2,031,480 円 －

代用乳購入
4,800kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
全国酪農業協同組合連合会仙台支所
宮城県仙台市青葉区中央１－７－２０
法人番号：3010405007306

一般競争入札

－ 2,229,120 円 －

2



別紙様式　３

物品役務等の名称及び数量
契約責任者等の氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

独立行政法人家畜改良センター

平成２９年９月

契約金額

燃料購入
免税軽油　          26,000L
課税軽油             5,600L

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年9月21日
東日本三愛石油株式会社
青森県八戸市大字十八日町４１－２
法人番号：9420001006136

一般競争入札

－ 2,210,376 円 －

飼料購入
成鶏用指定配合飼料   144,000kg

家畜改良センター岡崎牧場長　山本洋一
愛知県岡崎市大柳町字栗沢1番1

平成29年9月21日
株式会社太田商店
愛知県岡崎市福岡町字北裏25番地2
法人番号：4180301000545

一般競争入札

－ 6,967,296 円 －

飼料購入
育成用２号指定配合飼料   3,000kg
種鶏雄用指定配合飼料    25,000kg
成鶏用指定配合飼料      96,000kg

家畜改良センター兵庫牧場長　池内　豊
兵庫県たつの市揖西町土師954-1

平成29年9月21日
豊橋飼料株式会社
愛知県豊橋市明海町5番地の9
法人番号：818030100657

一般競争入札

－ 6,809,940 円 －

超音波画像診断装置購入
家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年9月22日
松田商事株式会社
宮崎県宮崎市神宮東２丁目２番２２号
法人番号：1350001001713

一般競争入札

－ 3,132,000 円 －

肥料(尿素ほか全４品目）購入
家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年9月26日
こばやし農業協同組合
宮崎県小林市細野1321番地
法人番号：7350005004517

一般競争入札

－ 3,290,079 円 －

第３四半期燃料購入
　揮発油        1,800L
　免税軽油     12,500L
　課税軽油      3,300L
  灯油 　　　   2,160L

家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年9月27日
白石石油株式会社
宮崎県えびの市大字杉水流105
法人番号：2350001010085

一般競争入札

－ 1,821,769 円 －

飼料購入
種豚用バラ  　    42,000ｋｇ
子豚用バラ　　　 　7,000ｋｇ
豚育成肥育用バラ　23,000ｋｇ
牛育成用バラ　　  22,000ｋｇ
牛育成用(20kg)     4,200ｋｇ
牛繁殖用         34,0000ｋｇ

家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年9月28日
ヤマエ久野株式会社飼料畜産南九州支店
宮崎県都城市宮丸町3070-3
法人番号：9290001017163

一般競争入札

－ 7,699,536 円 －

以下余白

3


