
令和元年１０月３１日

業者各位

国立研究開発法人

農業・食品産業技術総合研究機構

契約を行う組織の変更について

農研機構は、これまで研究部門、研究センターや拠点ごとの経理責任者（会計

機関）が契約行為を行っておりましたが、１１月より、以下の「１１／１組織改

編に伴う経理責任者等整理表」のとおりとなります。

これに伴い、本所の経理責任者（畜産研究部門（つくば）や北農研（札幌）な

ど）との契約については、新しい管理部の経理責任者（池の台管理部長や北海道

管理部長など）に引き継がれることになりますが、契約書等の変更の手続きは行

わない予定ですので、お知らせいたします。（契約書の代表者名等や変更契約の

ご相談については、つくば管理センター又は最寄りの管理部にお問い合わせくだ

さい。）

なお、拠点等との契約につきましては、契約を担当する経理責任者等に変更は

ありませんので、よろしくお願いいたします。



１1／１組織改編に伴う経理責任者等整理表

経理責任者（会計機関）

新（11/1組織再編以降） 旧（10/31組織再編以前)
変更

の有無

本部管理本部 本部管理本部総務部⻑ 本部総務部⻑ 有り

観⾳台第１管理部

中央農研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構中央農業研究セ
ンター所⻑

有り

野菜花き研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構野菜花き研究部
⾨⻑

有り

中央農研 北陸研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構中央農業研究セ
ンター北陸農業研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構中央農業研究セ
ンター北陸農業研究監

無し

野菜花き研 安濃野菜研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構野菜花き研究部
⾨安濃野菜研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構野菜花き研究部
⾨安濃野菜研究監

無し

観⾳台第２管理部

農⼯研 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構農村⼯学研究部
⾨⻑

有り

⾷品研 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⾷品研究部⾨⻑ 有り

次世代作物研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構次世代作物開発
研究センター所⻑

有り

次世代作物研 放射線育種場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構次世代作物開発
研究センター放射線育種場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構次世代作物開発
研究センター放射線育種場⻑

無し

遺伝資源セ 北杜研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構遺伝資源セン
ター北杜研究調整監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構遺伝資源セン
ター北杜研究調整監

無し

観⾳台第３管理部

動衛研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部
⾨⻑

有り

農環研 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構農業環境変動研
究センター所⻑

有り

動衛研 海外病研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部
⾨海外病研究統括監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部
⾨海外病研究調整監

無し

藤本・⼤わし管理部

果茶研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨⻑

有り

⽣物機能研 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物機能利⽤研
究部⾨⻑

有り

種苗管理セ 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター所⻑

有り

果茶研 カンキツ研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨カンキツ研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨カンキツ研究領域⻑

無し

果茶研 ⾦⾕茶業研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨茶業研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨茶業研究監

無し

種苗管理セ 北海道中央農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター北海道中央農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター北海道中央農場⻑

無し

種苗管理セ 北海道中央農場後志分場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター北海道中央農場後志分場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター北海道中央農場後志分場⻑

無し

種苗管理セ 胆振農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター胆振農場農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター胆振農場農場⻑

無し

種苗管理セ ⼗勝農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⼗勝農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⼗勝農場⻑

無し

種苗管理セ 上北農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター上北農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター上北農場⻑

無し

種苗管理セ 嬬恋農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター嬬恋農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター嬬恋農場⻑

無し

種苗管理セ ⼋岳農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⼋岳農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⼋岳農場⻑

無し

種苗管理セ ⻄⽇本農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⻄⽇本農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⻄⽇本農場⻑

無し

種苗管理セ 雲仙農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター雲仙農場農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター雲仙農場農場⻑

無し

種苗管理セ ⿅児島農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⿅児島農場農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター⿅児島農場農場⻑

無し

種苗管理セ 沖縄農場 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター沖縄農場⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理セン
ター沖縄農場⻑

無し

池の台管理部

畜産研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部池
ノ台管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構畜産研究部⾨⻑ 有り

畜産研 畜産飼料作研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構畜産研究部⾨畜
産飼料作研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構畜産研究部⾨畜
産飼料作研究監

無し

畜産研 ⼭地放牧研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構畜産研究部⾨⼭
地放牧研究調整監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構畜産研究部⾨⼭
地放牧研究調整監

無し

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部観
⾳台第３管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部藤
本・⼤わし管理部⻑

備      考組  織 拠点等

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部観
⾳台第１管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部観
⾳台第２管理部⻑
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経理責任者（会計機関）

新（11/1組織再編以降） 旧（10/31組織再編以前)
変更

の有無
備      考組  織 拠点等

北海道管理部

北農研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部北
海道管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構北海道農業研究
センター所⻑

有り

北農研 芽室研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構北海道農業研究
センター寒地畑作研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構北海道農業研究
センター寒地畑作研究監

無し

東北管理部

東北農研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部東
北管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター所⻑

有り

東北農研 ⼤仙研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター⽔⽥作研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター⽔⽥作研究領域⻑

無し

東北農研 福島研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター農業放射線研究センター⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター農業放射線研究センター⻑

無し

⻄⽇本管理部

⻄⽇本農研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部⻄
⽇本管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⻄⽇本農業研究
センター所⻑

有り

⻄⽇本農研 四国研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⻄⽇本農業研究
センター四国農業研究監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⻄⽇本農業研究
センター四国農業研究監

無し

⻄⽇本農研 綾部研究拠点 ⻄⽇本農業研究センター綾部研究調整監 ⻄⽇本農業研究センター綾部研究調整監 無し

⻄⽇本農研 ⼤⽥研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⻄⽇本農業研究
センター畜産・⿃獣害研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⻄⽇本農業研究
センター畜産・⿃獣害研究領域⻑

無し

果茶研 ブドウ・カキ研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨ブドウ・カキ研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨ブドウ・カキ研究領域⻑

無し

九州沖縄管理部

九沖農研 本所 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部九
州沖縄管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター所⻑

有り

九沖農研 筑後・久留⽶研究拠点（筑後）
国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター⽔⽥作研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター⽔⽥作研究領域⻑

無し

九沖農研 筑後・久留⽶研究拠点（久留⽶）
国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター園芸研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター園芸研究領域⻑

無し

九沖農研 都城研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター畑作研究領域⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター畑作研究領域⻑

無し

九沖農研 ⼝之津カンキツ研究試験地 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部九
州沖縄管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター所⻑

有り

九沖農研 種⼦島研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター種⼦島研究調整監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研
究センター種⼦島研究調整監

無し

果茶研 枕崎茶業研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨枕崎研究調整監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部
⾨枕崎研究調整監

無し

動衛研 九州研究拠点 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部
⾨九州研究調整監

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部
⾨九州研究調整監

無し

さいたま管理部

⾰新⼯学 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構本部管理本部さ
いたま管理部⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構農業技術⾰新⼯
学研究センター所⻑

有り

川崎管理部

⽣研セ 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特定産業
技術⽀援センター所⻑

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特定産業
技術⽀援センター所⻑

無し
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