別紙様式１

平成２８年度

委託調査費の支出状況（年間）

【会計名：一般会計】
（単位：千円）

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

法人番号

契約
形態

1

平成28年度農林水産分野に
おける地域の気候変動適応
計画調査・分析委託事業
みずほ情報総研株式会社
（地域の気候変動適応計画
調査・分析事業）

法人番号
9010001027685

一般競争入札
(総合評価)

2

平成28年度農林水産分野に
三菱UFJリサーチ＆コンサ
おける遺伝資源利用促進委
ルティング株式会社
託事業

法人番号
3010401011971

一般競争入札
(総合評価)

3

平成28年度農林水産分野に
おける地域の気候変動適応
計画調査・分析委託事業
みずほ情報総研株式会社
（諸外国における気候変動
の影響への適応に関する調
査・分析事業）

法人番号
9010001027685

一般競争入札
(総合評価)

4

平成28年度農業関連業界の
体質強化のための検討に資
株式会社帝国データバンク
する基礎的情報調査・分析
委託事業

法人番号
7010401018377

一般競争入札
(総合評価)

5

平成28年度アフリカにおけ
るフードバリューチェーン
中央開発株式会社
構築のための能力強化委託
事業

法人番号
5011101012993

6

平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
特定非営利活動法人海のく
ち西アフリカ沿岸地域にお
に・日本
ける事業化可能性調査委託
事業）

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

平成28年4月25日

大臣官房政策課環境政策室地球温暖化対策班
(03-6744-2016)
平成29年6月頃公表予定

28,620

平成28年4月28日

大臣官房政策課環境政策室利用推進班
(03-6744-2017)
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_win
_abs.html

9,983

平成28年12月26日

大臣官房政策課環境政策室地球温暖化対策班
(03-6744-2016)
平成29年6月頃公表予定

8,640

平成29年1月26日

大臣官房政策課計画グループ
（03-3502-5515）
非公表（個人情報（民間企業の経営関係情報）を含むた
め。）
【成果物の概要】
農業関連業界の経営概況・取引構造等に関する調査結果

一般競争入札
(総合評価)

17,672

平成28年4月1日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3502-8058)
平成29年9月末公表予定

法人番号
2010005015445

一般競争入札
(総合評価)

5,142

7

平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
中央開発株式会社
ちブラジルにおける展開支
援委託事業）

法人番号
5011101012993

一般競争入札
(総合評価)

7,696

平成28年6月24日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-5930)
平成29年9月末公表予定

8

平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
ちアフリカ2回廊における 株式会社野村総合研究所
日本企業の展開支援委託事
業）

法人番号
4010001054032

一般競争入札
(総合評価)

25,056

平成28年7月4日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-5926)
平成29年9月末公表予定

9

平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
一般社団法人北海道総合研
ちロシア連邦及びウズベキ
究調査会
スタン共和国における二国
間事業展開支援委託事業）

法人番号
5430005010797

一般競争入札
(総合評価)

11,869

平成28年7月5日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-5926)
平成29年9月末公表予定

平成28年度海外農業・貿易 三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング株式会社

法人番号
3010401011971

一般競争入札
(総合評価)

18,363

平成28年7月7日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-5929)
平成29年9月末公表予定

平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
株式会社野村総合研究所
ち豪州における事業展開支
援委託事業）

法人番号
4010001054032

一般競争入札
(総合評価)

17,820

平成28年7月20日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-8089)
平成29年9月末公表予定

法人番号
5011101012993

随意契約
（企画競争）

50,200

平成28年4月21日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3502-5914)
平成29年9月末公表予定

法人番号
7010401001556

随意契約
（企画競争）

11,499

平成28年7月25日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3502-5914)
平成29年9月末公表予定

随意契約
（不落・不調随意
契約）

64,654

平成28年8月18日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3502-5914)
平成29年9月末公表予定

10 事情調査分析委託事業

11

平成28年度中南米日系農業

12 者連携交流委託事業

中央開発株式会社

平成28年度アフリカへの食

13 産業の展開のための国際機 アクセンチュア株式会社
関との連携促進委託事業

14

平成28年度フードバリュー
平成28年度フードバリュー
チェーン構築推進事業（う
チェーン構築推進事業（う
ちアジアにおける二国間事
ちアジアにおける二国間事
業展開支援委託事業）共同
業展開支援委託事業）
事業体

29,740

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
（平成28年6月17日）
(03-3502-8058)
平成28年10月7日
平成29年9月末公表予定
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番号

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度ベトナムにおけ

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

法人番号
5010005021102

一般競争入札

2,052

平成28年11月28日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3592-0313)
平成29年9月末公表予定

16

平成28年度輸出力強化戦略
実行緊急対策委託事業のう
ち国・地域別戦略的マーケ
株式会社野村総合研究所
ティング調査委託事業（英
国・欧州連合の動向に関す
る調査）

法人番号
4010001054032

一般競争入札
(総合評価)

48,600

平成28年12月15日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3502-5929)
平成29年9月末公表予定

17

平成28年度海外農業・貿易
事情調査分析委託事業（東
三菱UFJリサーチ&コンサル
アジアにおける農林水産業
ティング株式会社
と農林水産業政策の調査・
分析）

法人番号
3010401011971

一般競争入札
(総合評価)

6,781

平成29年1月4日

大臣官房国際部国際地域課
(03-3501-3731)
平成29年9月末公表予定

法人番号
7011101055132

一般競争入札

3,761

平成29年2月21日

大臣官房国際部海外投資・協力グループ
(03-3501-7402)
平成29年9月末公表予定

法人番号
1010401050996

随意契約
（不落・不調随意
契約）

平成28年4月1日

消費・安全局消費者行政・食育課
（03-6744-1971）
【成果物の概要】
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikai/11th.html

平成28年4月1日

消費・安全局植物防疫課防疫対策室国内防除第２班
(03-3502-3382)
28年度に試作した発生予察灯について次年度以降設計改
良の検討を行うことから、平成29年度の事業終了後に公
表予定。

平成28年4月1日

消費･安全局消費者行政・食育課
流通過程監視班牛トレーサビリティ監視係
（03-6738-6555）
非公表（サンプルの採取状況については、牛トレーサビ
リティ法違反の疑義として監視業務に係る情報であり、
公表により行政調査・監視業務に支障を来すことから非
公表）
【成果物の概要】
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別
措置法の的確な実施を図るため、農政局等が小売店等か
ら購入した牛肉と、照合用サンプルの同一性を分析し、
正しい個体識別番号の伝達・表示が行われているかを確
認。

平成28年4月1日

消費・安全局農産安全管理課
生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、生産者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
国産麦中のオクラトキシンA、アフラトキシン及びステ
リグマトシスチン含有濃度を適切な精度管理の下で妥当
性の確認された方法で分析した実態調査結果。

平成28年4月1日

消費・安全局農産安全管理課
生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象食品の生産者の個別情報を含
むため）
【成果物の概要】
調査試料（国産のふき及びふきのとう）の生産者情報、
試料調製等の情報。

15 るフードバリューチェーン 一般財団法人東亜総研
構築支援委託事業

平成28年度ミャンマーにお

株式会社ＪＴＢコーポレー

18 けるフードバリューチェー トセールス
ン構築支援委託事業

19

平成28年度食育活動の全国
展開委託事業（第11回食育 株式会社電通東日本
推進全国大会）

20

平成28年度LED光源を利用
国立研究開発法人農業・食
した予察灯の実用化委託事
品産業技術総合研究機構
業(「LED光源の試作」)

21

22

平成28年度牛肉トレーサビ
リティ業務委託事業(DNA鑑 一般社団法人家畜改良事業
定及びDNA鑑定照合用サン 団
プル保管）

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本食品分析
（国産麦類中のかび毒含有 センター
実態調査）

法人番号
7050005005207

法人番号
1010605002166

法人番号
3011005000295

一般競争入札
(総合評価)

一般競争入札

一般競争入札

15,741

6,232

32,292

2,925

23

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
一般財団法人日本食品分析
（農林産物中のピロリジジ
センター
ンアルカロイド類含有実態
調査に係る試料調製等）

法人番号
3011005000295

24

平成28年度栽培用種子中の
未承認遺伝子組換え体検査
対策委託事業（栽培用種子 株式会社ファスマック
の未承認遺伝子組換え体検
査法整備及び確立事業）

法人番号
5021001021367

一般競争入札

6,034

平成28年4月1日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
平成29年9月公表予定

平成28年度愛玩動物用飼料 一般財団法人食品環境検査
協会

法人番号
6010005002803

一般競争入札

3,737

平成28年4月1日

消費・安全局畜水産安全管理課（03-6744-1708）
平成29年6月頃公表予定

法人番号
9360001008774

随意契約
（不落・不調随意
契約）

平成28年4月1日

消費・安全局植物防疫課防疫対策室国内防除第２班
(03-3502-3382)
28年度の事業においては、試作したLED光源による害虫
の誘引性能の評価には複数年の継続した調査が必要であ
ることから、平成29年度の事業終了後に公表予定。

平成28年4月1日

消費･安全局消費者行政・食育課
流通過程監視班牛トレーサビリティ監視係
（03-6738-6555）
非公表（サンプルの採取状況については、牛トレーサビ
リティ法違反の疑義として監視業務に係る情報であり、
公表により行政調査・監視業務に支障を来すことから非
公表）
【成果物の概要】
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別
措置法の的確な実施を図るため、と畜された全ての牛の
枝肉から肉片を採取。

25 の分析法検討等委託事業

26

平成28年度LED光源を利用
した予察灯の実用化委託事
業(「LED光源を使用した予 興南施設管理株式会社
察等の設計及び実用化調
査」)

平成28年度牛肉トレーサビ

27 リティ業務委託事業(DNA鑑
定照合用サンプル採取）

公益社団法人日本食肉格付
協会

法人番号
8010005016652

一般競争入札

随意契約
（公募）

1,458

1,836

198,397
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番号

28

29

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度食育活動の全国
展開委託事業（第８回食育 株式会社電通東日本
推進ボランティア表彰）

法人番号

法人番号
1010401050996

平成28年度無人ヘリコプ
ター重量規制緩和の効果を
無人ヘリ共同事業体
活かした新たな防除技術等
の確立事業

契約
形態

随意契約
（不落・不調随意
契約）

一般競争入札
(総合評価)

確定額

契約締結日

3,456

18,109

平成28年4月21日

31

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（と畜場等にお
一般財団法人日本冷凍食品
ける薬剤耐性モニタリング
検査協会
②（薬剤耐性分析のための
肉用鶏からの菌分離））

法人番号
7010405001908

一般競争入札

7,452

平成28年4月21日

33

平成28年度微生物リスク管

株式会社ＬＳＩメディエン

34 理基礎調査委託事業(生食 ス
用野菜）

平成28年度生産資材安全確

35 保対策事業（飼料中の農薬
分析法開発委託事業）

平成28年度国際共同研究に

一般財団法人日本食品分析
センター

国立研究開発法人農業・食

36 よる重要家畜伝染病対策委 品産業技術総合研究機構
託事業（口蹄疫関連）

法人番号
7050005005207

法人番号
1010401068675

法人番号
3011005000295

法人番号
7050005005207

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

随意契約
（競争性無）

先

平成28年4月5日

7,992

平成28年度2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック 国立研究開発法人農業・食
競技大会馬術競技場におけ 品産業技術総合研究機構
る衛生管理委託事業

覧

消費･安全局植物防疫課防疫対策室国内防除第２班
(03-3502-3382)
非公表（本調査を踏まえた対応を検討している段階であ
り、必要に応じ関連通知の改正を行うこととしているた
め、適切な情報開示の観点から）
【成果物の概要】
①野菜に対する低濃度多量散布による防除、②水稲の鉄
コーティング種子及び除草剤の同時散布、③パン・中華
麺用小麦の肥料及び殺菌剤の同時散布、④水稲の肥料及
び殺菌剤の同時散布を行い、これらの試験結果を踏まえ
つつ、⑤運行基準（飛行速度、飛行高度、飛行の間隔）
を確立を図るとともに、⑥無人ヘリコプターの安全基準
を検証

一般競争入札

一般競争入札

閲

平成28年4月4日

法人番号
7010405001908

法人番号
5010005003827

物

消費・安全局消費者行政・食育課
（03-6744-1971）
【成果物の概要】
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/b_hyousyou.html

30

平成28年度緊急時ワクチン 公益社団法人日本動物用医
薬品協会

果

（※）

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（と畜場等にお
一般財団法人日本冷凍食品
ける薬剤耐性モニタリング
検査協会
①（薬剤耐性分析のための
家畜からの菌分離））

32 等流通体制構築委託事業

成

5,825

8,464

11,880

15,973

4,344

消費・安全局畜水産安全管理課
生産安全班業務係
（03-6744-2104）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
別事業で薬剤耐性率を分析するため、牛及び豚の直腸便
からカンピロバクター、大腸菌等を分離、同定し保管す
る。
消費・安全局畜水産安全管理課
生産安全班業務係
（03-6744-2104）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
別事業で薬剤耐性率を分析するため、肉用鶏の盲腸便等
からカンピロバクター、サルモネラ等を分離、同定し保
管する。

平成28年4月21日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
非公表（企業秘密事項が含まれるため。）
（成果物の概要）
ワクチン等製造販売業者のワクチン等の製造量、製造日
並びに出荷状況、販売状況、保管の形態（別途実施して
いる動物用ワクチン等保管事業対象外の製品も含む）

平成28年4月21日

消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室検疫業務班
（03-3502-8295）
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/
tokutei_keihi/index.html

平成28年4月22日

消費･安全局農産安全管理課安全企画班工程管理企画係
（03-3502-7569）
非公表（個人情報（個別JAの微生物検査結果）を含むた
め）
【成果物の概要】
生食用野菜等の微生物検査結果等

平成28年4月25日

消費･安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班安全基準
係
(03-6744-1708）
非公表（分析法として、一般的に使用できるか確認され
ていないものであるため。今後、開発された分析法につ
いて一般的に使用できるか複数検査室での妥当性確認等
実施し、それらの結果も含めて検討した上で公表）
【成果物の概要】
飼料中の農薬（テブフロキン、パラコート、ジクワッ
ト）の液体クロマトグラフィーを用いた機器分析法

平成28年4月25日

消費・安全局動物衛生課病原体管理班
（03-6744-7144）
成果については、平成29年度全国家畜衛生主任者会議
（例年4月に開催）にて都道府県家畜衛生部局と共有を
予定。
報告書の当省ウェブページの掲載については、特許・論
文等について検討後に行う予定であり、手続に複数年要
するため29年度中に公表はできない。なお、公表予定時
期は31年度を想定している。

37

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本食品分析
（果実缶詰中の鉛低減対策 センター
検証及び鉛含有実態調査）

法人番号
3011005000295

一般競争入札

1,998

平成28年4月26日

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
果実缶詰中の鉛濃度及びスズ濃度を適切な精度管理の下
で妥当性の確認された方法で分析した調査結果。

38

平成28年度農薬の影響評価
に向けた試験委託事業（① 一般財団法人生物科学安全
有用生物の試験実施マニュ 研究所
アル策定）

法人番号
2021005002449

一般競争入札

13,986

平成28年4月27日

消費・安全局農産安全管理課
農薬指導班（03-3501-3965）
平成30年2月公表予定

別紙様式１

番号

39

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度農薬の影響評価
に向けた試験委託事業（② 一般社団法人日本植物防疫
有用生物の巣内二次影響調 協会
査）

平成28年度農産物輸出促進

国立研究開発法人農業・食

40 のための新たな防除体系の 品産業技術総合研究機構
確立･導入事業（生果実）

41

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

法人番号
4011505001619

一般競争入札

6,480

平成28年4月27日

消費・安全局農産安全管理課
農薬指導班（03-3501-3965）
当該事業は、蜜蜂への農薬のリスク評価を行うために必
要な試験を、年次計画に基づき複数年度にわたり実施し
ている。蜜蜂へ農薬のリスク評価に関しては、農薬メー
カー、関係団体等の関心も高く、本契約の成果物を公表
すると、計画的な施策の推進に支障をきたす恐れがある
ため、最終年度の事業終了後（29年度）に公表すること
とする。

法人番号
7050005005207

一般競争入札
(総合評価)

28,565

平成28年4月28日

消費･安全局植物防疫課防疫対策室国内防除第２班
(03-3502-3382)
平成29年8月公表予定

一般競争入札
(総合評価)

15,206

平成28年5月6日

消費・安全局植物防疫課国際室二国間協議担当
（03-3502-5978)
平成29年6月公表予定

平成28年度二国間輸出解禁
協議の加速化のための新た 二国間輸出解禁コンソーシ
な検疫措置の確立、実証委 アム
託事業

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
加工食品中のアクリルアミド濃度を適切な精度管理の下
で妥当性の確認された方法で分析した調査結果。
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
非公表(本事業は、我が国の家畜伝染病の病性鑑定能力
の強化を目的とし、報告書は動衛研又は都道府県の家畜
保健衛生所等の病性鑑定機関を対象とした内容であり、
本契約の成果物を一般公表した場合、誤った解釈により
初期診断が遅延し、疾病がまん延する可能性があるた
め。)
（成果物の概要）
疾病の診断に係る具体的手法、考え方に関する情報、市
販されている研究用試薬の診断での応用に係る評価結果
等。

42

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
一般財団法人東京顕微鏡院
（加工食品中のアクリルア
ミド含有実態調査）

法人番号
3010005004232

一般競争入札

5,717

平成28年5月9日

43

平成28年度戦略的監視・診
断体制整備推進事業のう
国立研究開発法人農業・食
ち、病性鑑定機能強化事業
品産業技術総合研究機構
（防疫対策・原因究明用の
病原体の収集・解析）

法人番号
7050005005207

随意契約
（競争性無）

9,812

平成28年5月13日

平成28年度家畜疾病診断精 国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

法人番号
7050005005207

一般競争入札

16,105

平成28年5月16日

消費・安全局動物衛生課保健衛生班
（03-3502-8292）
平成29年6月以降公表予定

平成28年5月18日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
報告書については、平成29年度全国家畜衛生主任者会議
（例年4月に開催）にて都道府県家畜衛生部局と共有。
また、猟友会等の協力機関と共有予定。
報告書の当省ウェブページの掲載については、特許・論
文等について検討後に行う予定であり、手続に複数年要
するため29年度中に公表はできない。なお、公表予定時
期は31年度を想定している。

平成28年5月20日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（成果物には生産農家の生産地点といった個人情
報が含まれているため。）
【成果物の概要】
土壌中のヒ素濃度の分析結果等

44 度管理向上委託事業

平成28年度戦略的監視・診

45 断体制整備推進事業(野生
動物監視体制整備事業)

国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

46

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
株式会社ユニケミー
（水田土壌中ヒ素含有実態
調査の土壌分析）

47

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本冷凍食品
（水田土壌中ヒ素含有実態 検査協会
調査の米分析）

法人番号
7050005005207

法人番号
3180001023070

随意契約
（公募）

一般競争入札

18,062

11,880

法人番号
7010405001908

一般競争入札

18,900

平成28年5月25日

法人番号
9430001022058

一般競争入札

4,450

平成28年5月27日

49

平成28年度農薬登録におけ
る作物グループ化の検討の 一般財団法人残留農薬研究
ための試験委託事業（①す 所
いか、メロン）

法人番号
3050005010697

一般競争入札

34,730

平成28年5月31日

50

平成28年度生産資材安全確
保対策事業(国産飼料中の 一般財団法人日本冷凍食品
かび毒含有実態調査委託事 検査協会
業）

法人番号
7010405001908

一般競争入札

29,592

平成28年6月8日

平成28年度微生物リスク管

北海道システム･サイエン

48 理基礎調査委託事業（分離 ス株式会社
菌株の性状解析）

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（成果物には生産農家の生産地点といった個人情
報が含まれているため。）
【成果物の概要】
コメ中のヒ素濃度の分析結果等
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場等から分離したカンピロバクター菌株等について、
性状解析を実施した調査結果。
消費・安全局農産安全管理課
農薬検査班農薬適正管理係
（03-3502-5969）
当該事業では、Codexの食品分類を基本とした新たな作
物分類を策定し、使用基準が統一された作物群での農薬
登録や残留基準の設定を行うための基礎調査を年次計画
に基づき複数年度にわたって実施している。作物グルー
プ化については、生産者、農薬メーカー、関係団体等の
関心も高く、本契約の成果物を公開すると、施策の適正
な推進に支障をきたすおそれがあるため、最終年度の事
業終了後にこれまでの成果をまとめて公表することとす
る。
消費･安全局畜水産安全管理課
粗飼料対策班リスク調査係
(03-3502-8702)
非公表（本調査を踏まえた対応を検討している段階であ
り、必要に応じ関連通達の改正を行うこととしているた
め、適切な情報開示の観点から）
【成果物の概要】
国産飼料（トウモロコシサイレージ及び飼料用米）中の
かび毒の分析結果等。

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度産地表示適正化

51 対策委託事業①（米穀及び 株式会社同位体研究所
牛肉）

平成28年度産地表示適正化
対策委託事業②（生鮮食品
株式会社同位体研究所
（米穀、牛肉を除く）及び
加工食品）

法人番号

法人番号
4020001084870

契約
形態

一般競争入札

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

3,888

平成28年6月16日

消費･安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、食品表示法違反の疑義として監視業
務に係る情報であり、公表により当該業務に支障をきた
すため。）
消費･安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、食品表示法違反の疑義として監視業
務に係る情報であり、公表により当該業務に支障をきた
すため。）
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別生産海域のウイルス遺伝子調査
結果）を含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、高圧処理した二枚貝中の病原ウイ
ルス遺伝子について定性及び定量試験を実施した実態調
査結果。
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場等から分離した腸管出血性大腸菌株について、性状
解析を実施した調査結果。
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別生産海域のウイルス遺伝子調査
結果）を含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、二枚貝中の病原ウイルス遺伝子に
ついて定性及び定量試験を実施した実態調査結果。
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
成果については、平成29年度全国家畜衛生主任者会議
（例年4月に開催）にて都道府県家畜衛生部局と共有を
予定。
報告書の当省ウェブページの掲載については、特許・論
文等について検討後に行う予定であり、手続に複数年要
するため29年度中に公表はできない。なお、公表予定時
期は31年度を想定している。
消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産防疫班企画調査係
（03-6744-2105）
非公表（研修参加者等の個人情報を含むため）
【成果物の概要】
講義のレジュメ、参加者名簿等
消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
米菓中のアクリルアミド濃度を適切な精度管理の下で妥
当性の確認された方法で分析した調査結果。
消費・安全局畜水産安全管理課
生産安全班業務係
（03-6744-2104）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
別事業で分離した菌株の薬剤耐性率の分析結果。

一般競争入札

10,087

平成28年6月16日

法人番号
3010005004232

一般競争入札

6,232

平成28年6月23日

北海道システム･サイエン
ス株式会社

法人番号
9430001022058

一般競争入札

8,726

平成28年6月27日

一般財団法人食品分析開発
センターＳＵＮＡＴＥＣ

法人番号
3190005009908

一般競争入札

8,584

平成28年6月27日

平成28年度戦略的監視・診
断体制整備推進事業（病原
国立研究開発法人農業・食
体（サルモネラ（4：ｉ：品産業技術総合研究機構
））の収集・解析委託事
業）

法人番号
7050005005207

一般競争入札

3,560

平成28年6月27日

法人番号
1010005004102

随意契約
（不落・不調随意
契約）

9,900

平成28年6月29日

58

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
株式会社環境科学研究所
（米菓中のアクリルアミド
含有実態調査）

法人番号
8180001011830

一般競争入札

1,558

平成28年6月29日

59

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（と畜場等にお
ける薬剤耐性モニタリング 公益社団法人日本食品衛生
③（平成27年度に家畜や肉 協会
用鶏から分離した菌株の薬
剤耐性率等の分析））

法人番号
3011005000122

一般競争入札

6,569

平成28年6月30日

60

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
一般財団法人日本食品分析
（蜂蜜中のピロリジジンア
センター
ルカロイド類含有実態調
査）

法人番号
3011005000295

随意契約
（不落・不調随意
契約）

9,936

平成28年6月30日

消費・安全局畜水産安全管理課
生産安全班業務係
（03-6744-2104）
平成29年10月頃に公表予定。

61

平成28年度有害化学物質リ
日本食品分析センター・海
スク管理基礎調査委託事業
洋生物環境研究所共同事業
（水産物中のダイオキシン
体
類の含有実態調査）

随意契約
（不落・不調随意
契約）

21,600

平成28年7月8日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全班（03-6744-2105）
平成29年10月頃に公表予定。

平成28年度微生物リスク管

53 理基礎調査委託事業（二枚 一般財団法人東京顕微鏡院
貝高圧処理）

平成28年度微生物リスク管

54 理基礎調査委託事業（分離
菌株の性状解析2）

平成28年度微生物リスク管

55 理基礎調査委託事業（二枚
貝）

56

平成28年度水産防疫対策委

57 託事業（養殖衛生管理技術
者の養成）

平成28年度微生物リスク管

公益社団法人日本水産資源
保護協会

株式会社BMLフード・サイ

62 理基礎調査委託事業（肉用 エンス
鶏農場）

63

平成28年度植物検疫に係る
臭化メチルくん蒸の代替薬
一般社団法人日本くん蒸技
剤開発委託事業（ヨウ化メ
術協会
チル登録データ整備及び投
薬機開発）

先

（※）

法人番号
4020001084870

52

覧

法人番号
1011101054189

一般競争入札

3,815

平成28年7月19日

消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場におけるサルモネラ菌株の保有実態調査結果。

法人番号
9010505002093

一般競争入札

22,979

平成28年7月22日

消費・安全局植物防疫課防疫対策室輸入検疫班
（03-6744-7167)
平成29年6月公表予定

別紙様式１

番号

64

件

名

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（飼料中のT-2 一般社団法人日本科学飼料
トキシンの家畜等への移行 協会
調査委託事業）

平成28年度微生物リスク管

65 理基礎調査委託事業（分離
菌株の性状解析3）

66

契 約 の 相手 方名

北海道システム・サイエン
ス株式会社

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本食品分析
（しょうゆ及びアミノ酸液 センター
中の3-MCPD含有実態調査）

平成28年度農薬的資材に関

法人番号

法人番号
8010005003568

法人番号
9430001022058

法人番号
3011005000295

契約
形態

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

確定額

契約締結日

21,503

14,904

4,428

平成28年7月26日

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
しょうゆ及びアミノ酸液中の3-MCPD濃度を適切な精度管
理の下で妥当性の確認された方法で分析した調査結果。

68

平成28年度動物用医薬品の
使用基準・休薬期間設定の
ための残留試験委託事業
株式会社食環境衛生研究所
事業メニュー「フェニトロ
チオン（鶏：噴霧）」

法人番号
6070001004467

一般競争入札

4,838

平成28年7月29日

69

平成28年度動物用医薬品の
使用基準・休薬期間設定の
ための残留試験委託事業
株式会社食環境衛生研究所
事業メニュー「フェニトロ
チオン（採卵鶏：噴霧）」

法人番号
6070001004467

一般競争入札

3,758

平成28年7月29日

法人番号
3010005004232

一般競争入札

4,158

平成28年7月29日

法人番号
7050005005207

一般競争入札

8,219

平成28年8月1日

71

72

平成28年度国際共同研究に
よる重要家畜伝染病対策事 国立研究開発法人農業・食
業（鳥インフルエンザ関連 品産業技術総合研究機構
委託事業）

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
株式会社島津テクノリサー
（かつお節中の多環芳香族
チ
炭化水素（PAH）含有実態
調査）

73

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本食品分析
（海藻中の無機元素の含有 センター
実態調査）

74

平成28年度水産防疫対策委
水産防疫対策事業リスク評
託事業（水産動物疾病のリ
価共同研究機関
スク評価）

法人番号
5130001021069

法人番号
3011005000295

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

先

平成28年7月26日

平成28年7月26日

鶏農場）

覧

消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場等から分離したリステリア菌株等について、性状解
析を実施した調査結果。

5,378

平成28年度微生物リスク管

閲

平成28年7月26日

随意契約
（不落・不調随意
契約）

70 理基礎調査委託事業（採卵 一般財団法人東京顕微鏡院

物

消費･安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班検査係
(03-6744-1708)
非公表（本調査を踏まえたリスク管理措置の必要性を検
討している段階であり、必要に応じ関連通達の改正を行
うこととしているため、適切な情報開示の観点から）
【成果物の概要】
T-2トキシンを含む飼料を摂取した家畜等への健康影響
及び畜産物への移行調査結果。

法人番号
3011005000295

業

果

（※）

一般財団法人日本食品分析
センター

67 するスクリーニング委託事

成

7,506

3,931

24,495

消費・安全局農産安全管理課
農薬指導班
（03-3501-3965）
非公表（法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
何らかの形で農作物等への使用が推奨されている資材に
ついて、農薬成分等が含まれているか否かの確認を実
施。
消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査管理班許可管理係
（03-3502-8097）
非公表（個別事業者（法人）に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
フェニトロチオンを有効成分とする外皮噴霧剤の鶏組織
への残留を試験し、暫定基準値を下回るまでの期間を統
計学的に算出する。
消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査管理班許可管理係
（03-3502-8097）
非公表（個別事業者（法人）に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
フェニトロチオンを有効成分とする外皮噴霧剤の鶏卵へ
の残留を試験し、暫定基準値を下回るまでの期間を統計
学的に算出する。
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場におけるサルモネラ菌株の保有実態調査結果。
消費・安全局動物衛生課国際衛生企画班
（03-3502-8295）
成果については、都道府県家畜衛生担当者を対象とした
会議等で共有予定。
報告書の当省ウェブページの掲載については、特許・論
文等について検討後に行う予定であり、手続に複数年要
するため29年度中に公表はできない。なお、公表予定時
期は31年度を想定している。

平成28年8月5日

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
かつお節中の多環芳香族炭化水素（PAH）濃度を適切な
精度管理の下で妥当性の確認された方法で分析した調査
結果。

平成28年8月22日

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
乾燥コンブ中の総ヒ素、カドミウム及びヨウ素の濃度を
適切な精度管理の下で妥当性の確認された方法で分析し
た調査結果。

平成28年8月26日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産防疫班企画調査係
（03-6744-2105）
平成29年6月頃に公表予定。

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

75

法人番号
3430001003575

一般競争入札

1,728

平成28年9月5日

76

平成28年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業（スル
ファメトキサゾール、スル 株式会社ボゾリサーチセン
ファドキシン及びスルファ ター
モイルダプソンのマウスリ
ンフォーマTK試験）

法人番号
7011001043906

一般競争入札

8,845

平成28年9月5日

77

平成28年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業（スル
株式会社化合物安全性研究
ファメトキサゾール及びス
所
ルファモイルダプソンのin
vivo小核試験）

法人番号
3430001003575

一般競争入札

78

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（飼料等の適正 一般社団法人日本科学飼料
製造規範（GMP）ガイドラ 協会
イン普及啓発委託事業）

法人番号
8010005003568

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度石灰窒素水和造
委託事業

平成28年度微生物リスク管

80 理基礎調査委託事業（分離
菌株の性状解析4）

法人番号
9010005016718

一般競争入札

13,144

平成28年9月20日

法人番号
9010005018193

随意契約
（不落・不調随意
契約）

19,440

平成28年9月21日

法人番号
7010005018831

一般競争入札

8,208

平成28年9月28日

84

平成28年度水産防疫対策委
託事業（水産動物疾病の診 水産防疫対策事業技術開発
断・予防・まん延防止に係 共同研究機関
る技術開発等）

平成28年度農薬の後作物残 一般社団法人日本植物防疫
協会

法人番号
6070001004467

一般競争入札

随意契約
（不落・不調随意
契約）

法人番号
4011505001619

一般競争入札

先

1,241

26,511

4,212

消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査管理班許可管理係
（03-3502-8097）
非公表（個別事業者（法人）に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
スルファメトキサゾールのin vitro染色体異常試験及び
脱リン酸化ブロムフェノホスの細菌復帰突然変異試験を
実施し、遺伝毒性を評価する。
消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査管理班許可管理係
（03-3502-8097）
非公表（個別事業者（法人）に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
スルファメトキサゾール、スルファドキシン及びスル
ファモイルダプソンのマウスリンフォーマTK試験を実施
し、遺伝毒性を評価する。

平成28年9月13日

一般社団法人日本海事検定
協会

83

85 留調査委託事業

5,787

平成28年9月16日

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
(油菓製品中のアクリルア 株式会社食環境衛生研究所
ミド低減対策検討のための
調査)

覧

消費・安全局畜水産安全管理課
粗飼料対策班リスク調査係
（03-3502-8702）
http://kashikyo.lin.gr.jp/guideline.html

3,200

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
公益財団法人日本食品油脂
（惣菜及び冷凍食品中のト
検査協会
ランス脂肪酸含有実態調
査）

閲

平成28年9月5日

一般競争入札

る意識調査）

82

2,592

法人番号
3010905002467

平成28年度食育活動の全国

物

消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査管理班許可管理係
（03-3502-8097）
非公表（個別事業者（法人）に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
スルファメトキサゾール及びスルファモイルダプソンの
in vivo小核試験を実施し、遺伝毒性を評価する。

一般財団法人材料科学技術
振興財団

81 展開委託事業（食育に関す 一般社団法人中央調査社

果

（※）

平成28年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業（スル
ファメトキサゾールのin
株式会社化合物安全性研究
vitro染色体異常試験及び
所
脱リン酸化ブロムフェノホ
スの細菌復帰突然変異試
験）

79 粒品連用試験（分析業務）

成

消費・安全局農産安全管理課
肥料検査指導班
（03-3502-5968）
当該事業では、肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格
における石灰窒素中のメラミン濃度の設定に必要な基礎
データの収集を目的として複数年度にわたって実施して
いる。本契約の成果物を公開すると、調査対象物に係る
情報により風評被害のおそれがあるため、食品安全委員
会における食品中のメラミン濃度に関する評価が終了
し、公定規格における基準値設定に必要なデータの収集
が完了した段階で、これまでの成果をまとめて公表する
こととする。
消費・安全局食品安全政策課
危害要因情報班
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含む
ため）
【成果物の概要】
農場等から分離したカンピロバクター菌株について、性
状解析を実施した調査結果。
消費・安全局消費者行政・食育課
（03-6744-1971）
【成果物の概要】
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/H29PDF.htm
l
消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
惣菜及び冷凍食品中のトランス脂肪酸、飽和脂肪酸、総
脂肪酸及び脂質の含有量を適切な精度管理の下で妥当性
の確認された方法で分析した調査結果。

平成28年9月28日

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
油菓製品中のアクリルアミド濃度を適切な精度管理の下
で妥当性の確認された方法で分析した調査結果。

平成28年9月29日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産防疫班企画調査係
（03-6744-2105）
平成29年6月頃に公表予定。

平成28年10月17日

消費・安全局農産安全管理課
農薬検査班
（03-3502-5969）
我が国の輪作体系と農薬使用による後作物への農薬残留
に関する調査を複数年かけて実施することとしており、
今後、この結果を農薬登録における施策に反映させてい
く。生産者、農薬メーカー、関係団体等の関心も高く、
本年度の事業成果である一部のデータのみを公開する
と、今後策定する施策への誤解が生じるおそれがあり、
施策の適正な推進に支障をきたすおそれがあるため、最
終年度の事業終了後にこれまでの成果をまとめて公表す
ることとする。事業最終年度は平成３１年度。

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

平成28年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
平成29年9月公表予定

平成28年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
平成29年9月公表予定

法人番号
3110005014774

随意契約
（少額随意契約）

88

平成28年度輸入栽培用種子
中の未承認遺伝子組換え体
検査対策事業（栽培用種子 一般財団法人日本食品分析
の未承認遺伝子組換え体検 センター
査法確立事業（テンサイ等
検証試験参画））

法人番号
3011005000295

随意契約
（少額随意契約）

89

平成28年度輸入栽培用種子
中の未承認遺伝子組換え体
検査対策事業（栽培用種子 一般社団法人日本海事検定
の未承認遺伝子組換え体検 協会
査法確立事業（テンサイ等
検証試験参画））

法人番号
9010005016718

随意契約
（少額随意契約）

90

平成28年度生産資材安全確
保対策事業(抗菌性物質薬
剤耐性評価情報整備委託事
国立大学法人岐阜大学
業(消化器病及び呼吸器病
の臨床的ブレイクポイント
等の検討))

法人番号
5200005002181

一般競争入札
(総合評価)

10,863

平成28年11月2日

91

平成28年度生産資材安全確
保対策事業(抗菌性物質薬
剤耐性評価情報整備委託事 国立大学法人東京大学
業(動物用抗菌剤の使用量
調査に関する情報整備))

法人番号
5010005007398

一般競争入札
(総合評価)

7,660

平成28年11月2日

92

平成28年度生産資材安全確
保対策事業(抗菌性物質薬
剤耐性評価情報整備委託事 学校法人麻布獣医学園
業(乳房炎の臨床的ブレイ
クポイント等の検討))

法人番号
3021005002373

一般競争入札
(総合評価)

9,391

平成28年11月4日

93

平成28年度微生物リスク管
理基礎調査委託事業（もや 株式会社LSIメディエンス
し生産施設）

法人番号
1010401068675

94

平成28年度食育活動の全国
展開委託事業（食育推進計
株式会社SAY企画
画の実態調査及び食育活動
表彰者の選定）

法人番号
4013301020174

95

平成28年度生産資材安全確
保対策事業(抗菌性物質薬
一般社団法人日本養豚開業
剤耐性評価情報整備委託事
獣医師協会
業(豚農場における抗菌剤
の使用実態調査))

平成28年度微生物リスク管
菌株の性状解析5）

97

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業 一般財団法人日本冷凍食品
（とう精によるコメ中ヒ素 検査協会
濃度低減効果の検証）

法人番号
3010005004232

随意契約
（少額随意契約）

法人番号
7010405001908

一般競争入札

先

平成28年10月31日

87

平成28年度輸入栽培用種子
中の未承認遺伝子組換え体
検査対策事業（栽培用種子 一般財団法人新潟県環境衛
の未承認遺伝子組換え体検 生研究所
査法確立事業（テンサイ等
検証試験参画））

96 理基礎調査委託事業（分離 一般財団法人東京顕微鏡院

覧

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
平成29年9月公表予定

一般競争入札

一般競争入札
(総合評価)

閲

平成28年10月27日

法人番号
7010005018831

法人番号
9021005006633

物

消費・安全局食品安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果
等であり、個別製造事業者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
こめ油中の3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシドール脂
肪酸エステル類の濃度を適切な精度管理の下で妥当性の
確認された方法で分析した調査結果。

86

一般競争入札

果

（※）

平成28年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査委託事業
（こめ油中の3-MCPD脂肪酸 公益財団法人日本食品油脂
エステル類及びグリシドー 検査協会
ル脂肪酸エステル類の含有
実態調査）

一般競争入札

成

1,743

501

408

427

消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班
（03-3502-8097）
非公表（農場における薬剤耐性状況等の個人情報を含む
ため）
【成果物の概要】
豚の消化器病等について臨床ブレイクポイントの検討に
必要な薬剤耐性の発現状況、薬剤感受性等に関する情報
について調査。
消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班
（03-3502-8097）
非公表（農場における薬剤耐性状況等の個人情報を含む
ため）
【成果物の概要】
動物用抗菌剤の使用量の実態の的確な把握に必要なデー
タ分析手法、使用量と薬剤耐性菌の選択との関係性に関
する情報等を調査。
消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班
（03-3502-8097）
非公表（農場における薬剤耐性状況等の個人情報を含む
ため）
【成果物の概要】
乳房炎について臨床ブレイクポイントの検討に必要な薬
剤耐性の発現状況、薬剤感受性等に関する情報について
調査。

平成28年11月25日

消費･安全局農産安全管理課生産安全班衛生指導係
（03-3502-7569）
非公表（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
もやし生産施設における採取試料の微生物検査結果等

平成28年12月5日

消費・安全局消費者行政・食育課
（03-6744-1971）
【成果物の概要】
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/shichoson.html

平成28年12月7日

消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班
（03-3502-8097）
非公表（農場における薬剤耐性状況等の個人情報を含む
ため）
【成果物の概要】
豚農場における抗菌剤の使用量、薬剤耐性の発現状況、
生産性に関する指標等に関する情報について調査。

278

平成28年12月7日

消費・安全局農産安全管理課安全企画班工程管理企画係
（03-3502-7569）
非公表
（個人情報（個別施設の微生物検査結果）を含むため）
【成果物の概要】
農場等から分離したリステリア菌株について、性状解析
を実施した調査結果。

1,145

平成28年12月15日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
平成29年9月公表予定

3,240

3,726

6,886

別紙様式１

番号

98

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度農薬登録におけ
る作物グループ化の検討の 株式会社三菱化学テクノリ
ための試験委託事業（②薬 サーチ
用作物）

平成28年度肥料中の有害微 一般財団法人日本食品分析
センター

99 生物管理対策委託事業

平成28年度未利用資源の肥
料利用に関する調査委託事
100 業（汚泥からのりん回収物 東北緑化環境保全株式会社
の肥料利用に関する分析調
査）

法人番号

法人番号
5010001022137

法人番号
3011005000295

法人番号
6370001011342

契約
形態

随意契約
（不落・不調随意
契約）

一般競争入札

随意契約
（不落・不調随意
契約）

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

4,752

2,452

3,834

平成28年12月20日

消費・安全局農産安全管理課
農薬検査班
（03-3502-5969）
当該事業では、Codex等の作物分類を参考として、我が
国での農薬登録における新たな作物群を策定するため、
この作物群での農薬登録や残留基準の設定を行うための
基礎調査を複数年度にわたって実施している。新たな作
物群の導入については、生産者、農薬メーカー、関係団
体等の関心も高く、本年度の事業成果である一部のデー
タのみを公開すると、今後策定する作物群への誤解が生
じるおそれがあり、施策の適正な推進に支障をきたすお
それがあるため、最終年度の事業終了後にこれまでの成
果をまとめて公表することとする。事業最終年度は平成
３１年度。

平成28年12月21日

消費・安全局農産安全管理課
生産安全専門官（肥料）
（03-3502-5968）
当該事業は、肥料中の有害微生物の残存程度の把握、生
産条件における有害微生物の消長の解析をするための基
礎調査を複数年度にわたって実施し、事業終了後の事業
成果を施策に反映させていくことから、本年度の事業成
果である一部のデータのみを公開すると、今後策定する
施策への誤解が生じるおそれがあり、施策の適正な推進
に支障をきたすおそれがあるため、事業終了後の翌年度
に公表することとする。

平成28年12月27日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班登録基準係
（03-3502-5968）
非公表（成果物には肥料の生産業者の情報や生産工程等
が含まれているため。）
【成果物の概要】
りん回収物中の重金属の分析結果等

法人番号
7010901005494

随意契約
（不落・不調随意
契約）

1,534

平成28年12月27日

消費・安全局農産安全管理課
生産安全専門官（肥料）
（03-3502-5968）
当該事業では、肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格
設定に必要な基礎データの収集を目的として複数年度に
わたって実施している。公定規格を設定する前に本契約
の成果物を公開すると、調査対象物の情報により、肥料
として使用できると、肥料生産業者が誤解するおそれが
あるため、食品安全委員会における肥料中の有害成分に
関する評価が終了し、公定規格における基準値設定に必
要なデータの収集が完了した段階で、これまでの成果を
まとめて公表することとする。

平成28年度抗菌性物質薬剤
耐性評価情報整備委託事業
102 (愛玩動物の薬剤耐性動向 国立大学法人東京大学
調査に関する海外情報の収
集)

法人番号
5010005007398

一般競争入札

2,355

平成29年1月31日

消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班
（03-3502-8097）
平成29年10月以降に公表予定

平成28年度生産資材安全確
保対策事業（輸入飼料中の 一般財団法人日本冷凍食品
103 農薬成分含有実態調査委託 検査協会
事業）

法人番号
7010405001908

平成28年度バイオマス燃焼

101 灰中の有害物質（ダイオキ いであ株式会社
シン）含有量調査委託事業

平成28年度アジア地域残留

104 農薬基準設定調和推進委託 所

一般社団法人残留農薬研究

法人番号
3050005010697

平成28年度堆肥中のクロピ ユーロフィン・フードアン
105 ラリドに関する調査委託事 ドプロダクト・テスティン
業
グ株式会社

法人番号
2010801020607

事業

平成28年度種苗特性分類調

106 査(しいたけ種)委託事業

全国食用きのこ種菌協会

平成28年度種苗特性分類調 国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

107 査(大豆種)委託事業

平成28年度種苗特性分類調

108 査(モウソウチク種)委託事 国立大学法人京都大学
業

平成28年度東アジア包括的 公益社団法人農林水産･食

109 植物品種保護戦略委託事業 品産業技術振興協会

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

法人番号
7050005005207

法人番号
3130005005532

法人番号
8010405000743

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札
(総合評価)

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班安全基準
（平成29年2月10日） 係
11,723
平成29年3月10日
（03-3502-7802）
平成29年6月上旬公表予定

10,747

1,231

4,028

361

1,433

17,968

平成29年1月18日

消費･安全局農産安全管理課
農薬企画班
(03-3502-5969)
閲覧の要望があった場合に農薬企画班が随時対応。
【成果物の概要】
事業で実施したセミナーで使用した資料等

平成29年2月17日

消費・安全局農産安全管理課
肥料企画班
（03-3502-5968）
平成29年6月中に公表予定

平成28年4月21日

食料産業局知的財産課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
非公表（成果物は品種登録の審査基準を策定するための
基礎情報であり、公表することにより当該業務に支障を
きたすため。）
【成果物の概要】
当該植物の品種を分類するための特性の調査結果。

平成28年4月26日

食料産業局知的財産課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
非公表（成果物は品種登録の審査基準を策定するための
基礎情報であり、公表することにより当該業務に支障を
きたすため。）
【成果物の概要】
当該植物の品種を分類するための特性の調査結果。

平成28年5月11日

食料産業局知的財産課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
非公表（成果物は品種登録の審査基準を策定するための
基礎情報であり、公表することにより当該業務に支障を
きたすため。）
【成果物の概要】
当該植物の品種を分類するための特性の調査結果。

平成28年5月13日

食料産業局知的財産課国際企画班
（03-6738-6444)
（公表先）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokub
ut/index.html

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

法人番号
3011201005528

一般競争入札
(総合評価)

7,082

平成28年6月6日

食料産業局食文化・市場開拓課国産消費企画班
(03-6744-2352)
（公表先）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tis
yo/index.html

111 査手法実用化促進委託事業 品産業技術総合研究機構

法人番号
7050005005207

一般競争入札

6,464

平成28年6月14日

食料産業局知的財産課種苗産業班
(03-6738-6443)
平成29年6月公表予定

健康な食生活を支える地
域･産業づくり推進委託事
112 業(機能性農産物等活用バ
リューチェーン構築調査)

法人番号
4010001054032

一般競争入札
(総合評価)

79,920

平成28年6月21日

食料産業局食文化・市場開拓課食育推進班
(03-6744-5723)
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/torikumi.html

国産農林水産物･食品への
理解増進委託事業(食の地
110 域ブランドに係る調査･分
析業務)

株式会社矢野経済研究所

平成28年度輸出種苗病害検 国立研究開発法人農業・食

株式会社野村総合研究所

平成28年度食品産業リサイ
クル状況等調査委託事業
113 （事業者データベース整備 日本ソフト販売株式会社
及び補完調査等）

平成28年度種苗特性分類調 国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

114 査(稲種)委託事業

平成28年度地理的表示保護

一般社団法人食品需給研究

115 制度を活用したビジネス戦 センター
略調査委託事業

平成28年度海外知的財産監

116 視委託事業

株式会社マークアイ

平成28年度輸出戦略実行事
アクセンチュア株式会社
117 業

平成28年度食品産業リサイ
クル状況等調査委託事業
(国内フードバンクの活動 公益財団法人流通経済研究
118
実態把握調査及びフードバ 所
ンク活用推進情報交換会の
運営業務)

法人番号
4010001062274

一般競争入札

法人番号
7050005005207

随意契約
（不落・不調随意
契約）

法人番号
5011505000454

食料産業局バイオマス循環資源課容器包装リサイクル班
容器包装リサイクル指導係
（03-3502-8499）
非公表（成果物は事業者データベースの整備結果及び整
備に係るアンケート調査結果（回答件数等）であるた
め。）
【成果物の概要】
事業者データベース及び同データベースの整備結果等
食料産業局知的財産課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
非公表（成果物は品種登録の審査基準を策定するための
基礎情報であり、公表することにより当該業務に支障を
きたすため。）
【成果物の概要】
当該植物の品種を分類するための特性の調査結果。

5,259

平成28年6月24日

807

平成28年4月1日

随意契約
（企画競争）

15,000

平成28年5月12日

食料産業局知的財産課ブランド推進班
(03-6738-6317)
平成29年6月公表予定

法人番号
9011001059058

随意契約
（企画競争）

34,041

平成28年5月27日

食料産業局知的財産課ブランド推進班
(03-6738-6317)
平成29年6月公表予定

法人番号
7010401001556

随意契約
（企画競争）

平成28年5月31日

食料産業局輸出促進課戦略企画第１係
(03-6744-7169）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/2
8/170331.html

平成28年7月25日

食料産業局バイオマス循環資源課食品リサイクル班
(03-6744-2066)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_los
s/161227_8.html

平成28年8月9日

食料産業局知的財産課国際企画班
（03-6738-6444）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokub
ut/index.html

法人番号
2010005019116

一般競争入札
(総合評価)

151,718

9,180

平成28年度種苗産業におけ
公益財団法人かずさDNA研
119 るオープンイノベーション 究所
の推進委託事業

法人番号
8040005016807

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度日本の食消費拡
大国民運動推進委託事業(｢ 株式会社ウィズダムパート
120 食と農の景勝地｣ブランド ナーズ
構築等業務)

法人番号
7010001152543

一般競争入札
(総合評価)

13,449

平成28年8月25日

食料産業局食文化・市場開拓課企画班
(03-6744-2012)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/keisyoti
_kentokai/index.html

平成28年度輸出力強化戦略
実行緊急対策委託事業のう
121 ち那覇空港の農産物等輸出 株式会社野村総合研究所
拠点化構想検討事業

法人番号
4010001054032

一般競争入札
(総合評価)

38,880

平成28年12月2日

食料産業局食品流通課食品サービス第１班
(03-3502-8267)
平成29年6月公表予定

平成28年12月9日

食料産業局食文化・市場開拓課和食保護企画班
(03-3502-5516)
非公表（個別企業の運営ノウハウに関する情報を含むた
め）
【成果物の概要】
過去大会等の大会施設内における飲食提供の状況、調達
食材やメニュー等の決定プロセスや食文化発信等の調査
報告書

3,981

平成28年度輸出力強化戦略
実行緊急対策事業のうちオ
リンピック過去大会等にお イー･アール･エム日本株式
122 ける食文化発信･飲食提供 会社
及び食材調達状況に関する
実態調査委託事業

法人番号
2020001036304

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度輸出力強化戦略
実行緊急対策委託事業のう
株式会社ウィズダムパート
123 ち日本産食材サプライ
ナーズ
チェーンプラットフォーム
構築

法人番号
7010001152543

随意契約
（企画競争）

99,911

平成28年12月5日

食料産業局食文化・市場開拓課食文化企画班
(03-6744-0481)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/28_supply_tyo
usa.html

一般競争入札
(総合評価)

8,964

平成29年1月20日

食料産業局輸出促進課事業者支援班
(03-3501-4079）
平成29年６月頃公表予定

平成28年度輸出環境整備推
ユーロフィン・フードアン
進委託事業（主要輸出先
124 国・地域の残留農薬基準値 ドプロダクト・テスティン
グ株式会社
調査事業）

法人番号
2010801020607

22,542

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

災害時に備えた農家と食品

125 関連産業間の契約取引実態 株式会社三菱総合研究所
調査委託事業

平成28年度日本の食消費拡
大国民運動推進委託事業
株式会社日本能率協会総合
126 （国産農林水産物の消費拡 研究所
大施策に係る調査・分析業
務）

平成28年度農地土壌炭素貯

国立研究開発法人農業・食

127 留等基礎調査事業（指導・ 品産業技術総合研究機構
とりまとめ業務）

法人番号

平成28年度農地土壌炭素貯

独立行政法人家畜改良セン

理実態調査）

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

法人番号
6010001030403

一般競争入札
(総合評価)

10,662

平成29年1月31日

食料産業局食品製造課食品第３班
(03-6744-2294)
平成29年6月頃公表予定

法人番号
5010401023057

一般競争入札
(総合評価)

17,820

平成29年2月6日

食料産業局食文化・市場開拓課国産消費企画班
(03-6744-2352)
平成29年６月頃公表予定

法人番号
7050005005207

随意契約
（競争性無）

8,158

平成28年5月25日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3593-6495）
平成30年3月公表予定

随意契約
（競争性無）

9,050

平成28年6月1日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3593-6495）
平成30年3月公表予定

随意契約
（競争性無）

1,164

平成28年6月16日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3593-6495）
平成30年3月公表予定

平成２８年度農地土壌炭素
貯留等基礎調査事業（農地 畑地における農地土壌温室
128 管理技術検証）調査課題 効果ガス排出量調査実施コ
「畑地における有機物の施 ンソーシアム
用等に関する調査」

129 留等基礎調査事業（農地管 ター

契約
形態

法人番号
8380005004744

法人番号
8010005018822

一般競争入札
(総合評価)

3,653

平成28年7月14日

生産局農産部技術普及課開発促進係
（03-6744-2111）
非公表（調査内容に、調査先企業の社内情報等が含まれ
ているため）
【成果物概要】
建設機械等における排気ガス規制強化後の機械価格や燃
費向上に対する取組に関する情報、業界内の研究開発内
容等について調査とりまとめをした物

法人番号
4010701026082

一般競争入札
(総合評価)

9,547

平成28年12月15日

生産局農産部農業環境対策課生産工程管理班
（03-6744-7188）
平成29年12月公表予定

自然産業研究所

法人番号
8160001004704

一般競争入札

8,208

平成29年2月6日

平成28年度収入保険制度検 公益社団法人全国農業共済
133 討調査事業（個人経営体） 協会

法人番号
4010005003183

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度収入保険制度検 公益社団法人全国農業共済
134 討調査事業（法人経営体） 協会

法人番号
4010005003183

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度農協監査・事業
利用実態調査における農協
135 の監査費用に関する調査委 有限責任あずさ監査法人
託事業

法人番号
3011105000996

一般競争入札
(総合評価)

平成28年度農協監査･事業
利用実態調査における准組
136 合員の事業利用規制の在り 株式会社三菱総合研究所
方に関する調査調査委託事
業

法人番号
6010001030403

一般競争入札
(総合評価)

法人番号
4011101042232

138 等全国推進委託事業

平成28年度収入保険制度検
討調査事業における事務処
139 理の効率化に関する調査委 株式会社インテック
託事業

平成28年度内燃機関の排気

一般社団法人日本有機資源

130 ガス規制対応状況等調査委 協会
託事業

平成28年度2016年リオ大会

131 の農林水産物調達状況に関 株式会社 日本総合研究所
する実態調査委託事業

平成28年度茶需給・流通状

132 況調査委託事業

株式会社

平成28年度農業経営におけ

137 るデータ利用に係る調査委 株式会社リバネス
託事業

平成28年度農業経営法人化 公益社団法人日本農業法人
協会

生産局地域対策官茶業復興推進班
（03-6744-2117）
平成29年12月公表予定

102,638

（平成28年4月1日）
平成29年1月6日

経営局保険課総務班
（03-3502-7337）
調査継続のため完了後公表
個人情報に係る部分については非公表

18,823

（平成28年4月1日）
平成29年1月6日

経営局保険課総務班
（03-3502-7337）
調査継続のため完了後公表
個人情報に係る部分については非公表

平成28年5月20日

経営局協同組織課経営企画班
（03-6744-2164）
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_ken
kyu/index.html

14,364

平成28年5月20日

経営局協同組織課組織・調査班
（03-6744-2164）
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_ken
kyu/index.html

一般競争入札
(総合評価)

15,844

平成28年7月28日

経営局経営政策課法人Ｇ
（03-6744-2143）
平成29年6月頃公表予定

法人番号
3010005018892

一般競争入札
(総合評価)

47,980

平成28年7月21日

経営局経営政策課法人Ｇ
（03-6744-2143）
平成29年6月頃公表予定

法人番号
2230001000255

一般競争入札
(総合評価)

24,840

平成28年8月1日

経営局保険課総務班
（03-3502-7337）
調査継続のため完了後公表

69,968

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

積極的な農業投融資の実現

140 に向けた市中金融機関の取 有限責任監査法人トーマツ
組実態等調査委託事業

法人番号

法人番号
5010405001703

平成28年度雇用就農者の
雇用就農者のキャリアアッ
141 キャリアアップ推進委託事 プ推進共同企業体
業

契約
形態

一般競争入札
(総合評価)

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

3,996

平成28年8月8日

経営局金融調整課政策金融グループ
（03-6744-2167）
http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/170428.html

一般競争入札
(総合評価)

8,754

平成28年8月26日

経営局経営政策課法人Ｇ
（03-6744-2143）
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/170
411.html

相続未登記農地実態調査委 公益財団法人日本生態系協
会

法人番号
6013305001887

一般競争入札
(総合評価)

6,912

平成28年11月29日

経営局農地政策課有効利用グループ
（03-6744-2152）
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/

平成28年度農業経営法人化 デロイトトーマツコンサル
ティング合同会社

法人番号
7010001088960

一般競争入札
(総合評価)

4,860

平成29年1月26日

経営局経営政策課法人Ｇ
（03-6744-2143）
平成29年6月頃公表予定

平成28年7月13日

農村振興局都市農村交流課都市農業調整係
（03-3502-0033)
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/
koubo.html

平成28年7月27日

農村振興局都市農村交流課都市農業調整係
（03-3502-0033)
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/
koubo.html

142 託事業

143 検討促進委託事業

平成２８年度都市農業制度 金岡地区農環境活用像検討
144 検討調査委託事業
会

平成２８年度都市農業制度
キューピー株式会社
145 検討調査委託事業

随意契約
（企画競争）

法人番号
6011001006277

随意契約
（企画競争）

7,196

7,498

法人番号
4010605000134

一般競争入札

2,484

平成28年11月2日

農村振興局整備部水資源課保全対策班調整係
（03-3502-6246）
非公表（個人情報（民間企業等の経営状況（運営状
況））を含むため。）
【成果物概要】
小水力発電導入推進を目的とした既存情報収集や先行事
例調査結果等

平成28年度米輸出拡大のた
めに必要な実践的な調査委
託事業(日本産米・米加工
147 品の輸入における中国国内 株式会社富士経済
の各種規制･運用上のルー
ルに関する調査)

法人番号
2010001094204

随意契約
（企画競争）

11,894,424

平成29年2月3日

政策統括官付農産企画課企画班
(03-6738-8964)
平成29年7月公表予定

平成２８年度マツノザイセ
国立研究開発法人森林総合
148 ンチュウ抵抗性品種開発技 研究所
術高度化事業

法人番号
4050005005317

一般競争入札
(総合評価)

平成２８年度民間企業を活

146 用した小水力発電整備に関
する基礎調査委託事業

公益財団法人未来工学研究
所

19,639

平成28年4月14日

林野庁研究指導課研究班
（03-6744-2312）
平成30年3月公表予定

法人番号
6010001015255

一般競争入札

37,260

平成28年4月19日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
【非公表】
成果物がライセンスのため。
【成果物概要】
別に発注する委託調査費の業務で使用するライセンス。

150 士等育成対策事業

平成２８年度森林総合監理 一般社団法人林業人材育成
支援普及センター

法人番号
4010405009219

随意契約
（企画競争）

64,185

平成28年4月21日

林野庁研究指導課育種班
（03-3502-5721）
平成29年6月1週目公表予定

平成２８年度新たな木材需
要創出総合プロジェクト事
業のうち地域材利用促進の 共同企業体代表一般社団法
151 うち違法伐採対策の推進の 人 全国木材組合連合会
うち違法伐採対策の取組強
化

法人番号
3010005003201

随意契約
（企画競争）

12,801

平成28年4月21日

林野庁木材利用課貿易第二班
（03-3502-8063）
合法木材NAVI 関連資料（http://www.gohowood.jp/reference/）内に、平成29年6月第1週公表予定

一般競争入札

9,822

森林吸収源インベントリ情

149 報整備事業（衛星画像ライ グリーン航業株式会社
センス取得業務）

平成２８年度山地保全調査
（水源森林保全調査・森林 共同事業体代表株式会社パ
152 の融雪遅延効果に関する調 スコ中央事業部
査）委託事業

林野庁治山課水源地治山企画班
（平成28年4月28日）
（03-6744-2309）
平成28年9月21日
平成29年6月の第4週に公表予定

153 事業の費用対効果分析手法 所

法人番号
4010005013397

一般競争入札

7,927

平成28年5月17日

林野庁計画課設計基準班
（03-3502-6882）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
林野公共事業における費用対効果分析について、効果
の貨幣価値への換算など、その評価手法の改善等を検討

森林吸収源インベントリ情
報整備事業（衛星画像等に
154 よる土地利用変化状況調査 国際航業株式会社
業務）

法人番号
9010001008669

一般競争入札
(総合評価)

151,200

平成28年5月17日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成29年6月第5週公表予定

平成２８年度森林整備保全

一般財団法人林業経済研究

検討調査事業

別紙様式１
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名
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法人番号
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閲
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先

（※）

平成２８年度林業技術革新
プロジェクトのうち森林作
一般社団法人フォレスト・
155 業システム高度化推進事業 サーベイ
（森林作業道作設オペレー
ターの育成強化）

法人番号
4030005004254

随意契約
（企画競争）

34,000

平成28年5月18日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成29年6月第2週公表予定

平成２８年度林業技術革新
プロジェクトのうち森林作
一般社団法人フォレスト・
156 業システム高度化推進事業 サーベイ
（架線作業システム高度技
能者育成）

法人番号
4030005004254

随意契約
（企画競争）

46,000

平成28年5月18日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成29年6月第2週公表予定

一般財団法人日本木材総合

法人番号
8010005004211

随意契約
（企画競争）

73,919

平成28年5月27日

林野庁木材産業課流通班
（03-6744-2292）
https://genbokujyukyu.com/info_contents/view/1300
※閲覧には原木需給.com
（https://genbokujyukyu.com/）での無料会員登録が必
要。

158 全プロジェクト推進事業

平成２８年度途上国森林保 公益財団法人地球環境戦略
研究機関

法人番号
8021005009182

一般競争入札

28,080

平成28年5月30日

林野庁計画課海外技術班
（03-3591-8449）
平成29年6月第５週公表予定

平成２８年度多様な担い手
育成事業のうち女性林業従 一般社団法人全国林業改良
159 事者の参入・定着対策の検 普及協会
討

法人番号
4010405009441

随意契約
（企画競争）

2,510

平成28年6月6日

林野庁研究指導課普及教育班
（03-3502-5721）
平成29年6月第5週に公表予定

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普 一般社団法人日本ツーバイ
160 及委託事業（木質耐火部材 フォー建築協会
開発）

法人番号
5010405001083

随意契約
（企画競争）

12,942

平成28年6月10日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2294）
平成29年7月公表予定

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
161 及事業（CLT等接合部デー 木構造振興株式会社
タ収集）

法人番号
9010401040494

随意契約
（企画競争）

14,000

平成28年6月10日

林野庁木材産業課木材製品調査班
（03-6744-0583）
http://www.mokushin.com/

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普 公益財団法人日本住宅・木
162 及委託事業（CLT普及促
材技術センター
進）

法人番号
5010605002253

随意契約
（企画競争）

14,777

平成28年6月20日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
http://www.howtec.or.jp/menu_kenkyu.html

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普 国立研究開発法人森林総合
163 及委託事業（CLT強度デー 研究所
タ収集）

法人番号
4050005005317

随意契約
（企画競争）

平成28年6月20日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
http://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/various/document
s/h28cltkyoudo.pdf

平成28年6月20日

林野庁計画課森林計画指導班
（03-6744-2300）
【非公表】
提出のあったマニュアル（案）を基に地方公共団体と
も協議を行い、最終版の整備・運用マニュアルをHPで公
表しており、検討案もHPに掲載することで参照すべきマ
ニュアルと混同することを避けるため公表しない。
（整備・運用マニュアル（平成29年3月公表）掲載アド
レス）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/rinchidaityo
u/rinchidaichou.html
【成果物概要】
市町村による林地台帳の整備・運用を円滑にするため、
地域の森林関連情報等の調査を行い、地域の実情を踏ま
えた整備・運用マニュアル（案）の作成を実施。

平成２８年度地域材の安定

157 供給対策のうち需給情報共 情報センター
有化対策事業

平成２８年度林地台帳整

一般社団法人日本森林技術

164 備・運用マニュアル作成の 協会・株式会社パスコ共同
ための調査事業

49,564

一般競争入札

551

企業体

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普 株式会社ドツト・コーポ
165 及委託事業（ＣＬＴ等接合 レーシヨン
部データ収集）

法人番号
6010001090117

随意契約
（企画競争）

14,800

平成28年6月24日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/
tokutei_keihi/index.html

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
166 及委託事業（木質耐火部材 山佐木材株式会社
開発）

法人番号
1340001014179

随意契約
（企画競争）

12,700

平成28年6月24日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
平成29年6月公表予定

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
167 及事業（木質耐火部材開 越井木材工業株式会社
発）

法人番号
3120001030618

随意契約
（企画競争）

14,967

平成28年6月24日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2294）
平成29年6月公表予定
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都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
及委託事業（木材の健康効
168 果・環境貢献等の評価・普 木構造振興株式会社
及のうち木材の効果・環境
貢献等に係るデータ整理）

法人番号
9010401040494

随意契約
（企画競争）

10,000

平成28年6月27日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2294）
平成29年6月公表予定

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
及委託事業（木材の健康効
一般社団法人健康・省エネ
169 果・環境貢献等の評価・普 住宅を推進する国民会議
及のうち木材の効果・環境
貢献等の評価・普及に係る
データ収集・分析）

法人番号
1122005002792

随意契約
（企画競争）

4,632

平成28年6月27日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2294）
平成29年6月公表予定

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
170 及事業（木質耐火部材開 公立大学法人秋田県立大学
発）

法人番号
8410005001507

随意契約
（企画競争）

20,000

平成28年6月27日

林野庁木材産業課木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成29年6月公表予定

平成28年6月27日

林野庁木材産業課木材製品調査班
（03-6744-0583）
http://www.trywood.com/news/%e5%b9%b3%e6%88%9028%e5%b9%b4%e5%ba%
a6%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e5
%8c%96%e7%ad%89%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9
f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%
83%bb%e6%8a%80/

平成28年6月28日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
国内・海外の先進事例調査、普及資料の作成等

都市の木質化等に向けた新
たな製品・技術の開発・普
及委託事業（木材の健康効
171 果・環境貢献等の評価・普 株式会社トライ・ウッド
及に係るデータ収集・分
析）

平成２８年度森林認証材普 一般社団法人フォレスト・

172 及促進対策事業（調査等） サーベイ

法人番号
6320001010200

法人番号
4030005004254

随意契約
（企画競争）

一般競争入札

8,009

7,560

法人番号
9010401010035

一般競争入札

8,100

平成28年7月1日

林野庁計画課設計基準班
（03-3502-6882）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
個別施設計画策定に関する技術情報を収集、分析・検討
を行い、現地検討会や検討委員会を通して、マニュアル
（案）に反映させると伴に、事例集を作成した。

174 報整備事業土壌等調査（指 研究所

法人番号
4050005005317

一般競争入札
(総合評価)

83,631

平成28年7月4日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成29年6月第5週公表予定

平成28年度流域山地災害等
対策調査（針広混交林化推 一般社団法人日本森林技術
175 進のための実態調査）委託 協会
事業

法人番号
2010005017342

一般競争入札

6,977

平成28年7月11日

林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
平成29年6月の第4週に公表予定

平成28年度都市の木質化等
に向けた新たな製品・技術
スターツCAM株式会社
176 の開発・普及委託事業
（CLT等接合部データ収
集）

法人番号
4011701010514

随意契約
（企画競争）

12,800

平成28年7月11日

林野庁木材産業課木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成29年6月公表予定

法人番号
2010005017342

一般競争入札

28,069

平成28年7月12日

林野庁整備課造林資材班
（03-3591-5893）
平成29年6月の第5週に公表予定

平成28年7月22日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No27の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。

平成28年7月22日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No27の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。

平成28年7月22日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No27の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。

平成28年度治山施設長寿命

173 化調査事業

森林吸収源インベントリ情

国土防災技術株式会社

国立研究開発法人森林総合

導取りまとめ業務）

平成28年度低密度植栽技術

一般社団法人日本森林技術

177 の導入に向けた調査委託事 協会
業

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料 株式会社宮城環境保全研究
178 収集分析業務）（東北ブ 所
ロック）

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料
179 収集分析業務）（中部・近 株式会社一成
畿ブロック）

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料
180 収集分析業務）（中国・四 株式会社一成
国ブロック）

法人番号
7370001011102

法人番号
8140001042490

法人番号
8140001042490

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

48,384

60,479

46,968
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41,040

平成28年7月22日

一般競争入札

11,124

平成28年7月27日

林野庁治山課施設実行班
（03-3502-8208）
平成29年6月の第4週に公表予定

法人番号
5430001029016

一般競争入札

4,806

平成28年7月29日

林野庁整備課造林間伐企画班
（03-3502-8065）
平成29年6月の第5週に公表予定

法人番号
9010001100244

一般競争入札

11,880

平成28年8月1日

林野庁整備課低コスト森林施業指導官
（03-3502-8064）
平成29年6月の第5週に公表予定

株式会社森林環境リアライ

法人番号
5430001029016

一般競争入札

4,045

平成28年8月3日

林野庁整備課業務管理班
（03-3581-1032）
平成29年6月の第5週に公表予定

公益財団法人日本生態系協

法人番号
6013305001887

一般競争入札

7,776

平成28年8月5日

林野庁森林利用課山村振興指導班
（03-3502-0048）
平成29年度6月第5週公表予定

株式会社森林テクニクス

イドライン策定調査

平成28年度低コスト造林技 株式会社森林環境リアライ
ズ

183 術実証・導入促進事業

平成28年度林道施設及び木

184 製構造物等の維持管理、点 株式会社森林テクニクス
検手法に関する調査

185 よる森林整備手法に関する ズ
調査委託事業

平成２８年度森林・山村多

果

一般競争入札

法人番号
2330001009261

182 育基盤盛土造成のためのガ （JV森林総研）

平成28年度天然更新活用に

成

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No27の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料 株式会社九州自然環境研究
181 収集分析業務）（九州ブ 所
ロック）

平成28年度海岸防災林の生

法人番号

186 面的機能発揮対策評価検証 会
事業

平成28年度治山事業積算基
準等分析調査（施工パッ
187 ケージ調査解析業務及び積 一般財団法人経済調査会
算支援業務）事業

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料
188 収集分析業務）（北海道ブ 株式会社セ・プラン
ロック）

平成28年度森林環境保全直

189 接支援事業工程分析調査事 株式会社山地防災研究所
業

平成28年度治山事業積算基
準等分析調査（治山施設長
190 寿命化対策、新規歩掛及び 株式会社山地防災研究所
工事標準仕様書の作成等に
係る調査）事業

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対 一般社団法人フォレスト・
191
象森林率調査（北海道・東 サーベイ
北ブロック）

森林吸収源インベントリ情
報整備事業土壌等調査資料 ソシオエンジニアリング株
192 収集分析業務）（関東ブ 式会社
ロック）

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対
グリーン航業株式会社
193
象森林率調査（関東ブロッ
ク）

法人番号
1010005002667

法人番号
2430001008939

法人番号
6070001018401

法人番号
6070001018401

法人番号
4030005004254

法人番号
2120001111154

法人番号
6010001015255

随意契約
（企画競争）

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

随意契約
（不落・不調随意
契約）

一般競争入札

10,000

93,420

6,977

7,668

14,040

62,100

12,085

平成28年8月12日

平成28年8月22日

平成28年8月22日

平成28年8月22日

林野庁計画課施工技術班
（03-3502-6882）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
施工パッケージの拡充や改正及び都道府県等の積算業
務を支援するため、調査解析により積算基準を作成する
とともに研修や相談窓口を設置。
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No28の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。
林野庁計画課施工技術班
（03-3502-6882）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
森林環境保全直接支援事業における作業の効率化や
トータルコストの低減を図るため、実態調査を行い、標
準工程を作成。
林野庁計画課施工技術班
（03-3502-6882）
閲覧の要望があった場合に担当班が随時対応。
なお、農林水産省図書館、国立国会図書館で併せて公表
済み
【事業概要】
治山事業の標準的な積算基準等を作成するため、他省
庁の土木事業や新技術等について幅広く情報収集し、施
工実態を調査した上で適切な積算基準等を作成。

平成28年8月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。

平成28年8月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No27の「森林吸収
源インベントリ情報整備事業土壌等調査（指導取りまと
め業務））」において公表。

平成28年8月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。
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先

（※）
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
(03-3502-8240)
平成29年6月第5週公表予定
なお、当該調査で得られた成果物は、No56の「平成２８
年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森林経営」
対象森林率調査（指導取りまとめ業務）」において公
表。

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対
グリーン航業株式会社
194
象森林率調査（中部ブロッ
ク）

法人番号
6010001015255

一般競争入札

10,692

平成28年8月30日

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対 株式会社アドプランツコー
195
象森林率調査（近畿ブロッ ポレーション
ク）

法人番号
1130001047349

一般競争入札

7,009

平成28年8月30日

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対
熊本県森林組合連合会
196
象森林率調査（中国ブロッ
ク）

法人番号
1330005001587

一般競争入札

8,003

平成28年8月30日

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対
株式会社緑化技研
197
象森林率調査（四国ブロッ
ク）

法人番号
7120001040448

一般競争入札

9,428

平成28年8月30日

森林吸収源インベントリ情
報整備事業「森林経営」対
熊本県森林組合連合会
198
象森林率調査（九州ブロッ
ク）

法人番号
1330005001587

一般競争入札

8,197

平成28年8月30日

平成２８年度林業技術革新
プロジェクトのうち森林作
199 業システム高度化技術開発 株式会社前田製作所
事業燃費等を抑制できる油
圧式集材機の開発

法人番号
8100001003190

随意契約
（企画競争）

21,000

平成28年9月5日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成29年12月公表予定

平成２８年度林業技術革新
プロジェクトのうち森林作
業システム高度化技術開発 松本システムエンジニアリ
200 事業傾斜地での再造林作業 ング株式会社
を省力化する林業機械の開
発

法人番号
1290001038621

随意契約
（企画競争）

33,400

平成28年9月5日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成29年12月公表予定

平成２８年度林業技術革新
プロジェクトのうち森林作
201 業システム高度化技術開発 株式会社南星機械
事業タワーヤーダ主索張力
の感知機構等の開発

法人番号
5330001009721

随意契約
（企画競争）

10,000

平成28年9月5日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成29年12月公表予定

平成２８年度森林整備保全 一般財団法人林業経済研究
事業推進調査
所

法人番号
4010005013397

一般競争入札

4,265

平成28年9月5日

林野庁森林整備部計画課企画班
（03-3501-3842）
非公表（成果物は既存文献の要約を含むため、著作権法
上の取扱として公表できない。）
【成果物概要】
次期森林整備保全事業計画における成果指標の改善手
法を検討することを目的として、森林整備保全事業の実
施効果と関連の深い”森林の多面的機能”の発揮に関す
る最新の知見・研究成果を調査・分析し、体系的な整理
等を実施。

平成２８年度森林吸収源イ
ンベントリ情報整備事業
一般社団法人日本森林技術
203 「森林経営」対象森林率調 協会
査（指導取りまとめ業務）

法人番号
2010005017342

一般競争入札
(総合評価)

32,292

平成28年9月6日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成29年6月第5週公表予定

平成28年9月7日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2294）
非公表（国際交渉に係る情報を含むため）
【成果物の概要】
我が国のHWPに係る炭素蓄積変化量の算定等に必要な
データの収集、検証等についての報告書

202

森林吸収源インベントリ情
報整備事業（伐採木材製品 公益財団法人国際緑化推進
204 （HWP）に係る炭素蓄積変 センター
化量の算定等）

法人番号
1010005018507

平成２８年度山地保全調査
一般財団法人リモート・セ
205 （新たな治山・地すべり対 ンシング技術センター
策計画手法検討調査）

法人番号
8010405009768

一般競争入札

7,009

平成28年9月12日

林野庁治山課施設実行班
(03-3502-8208)
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/
tokutei_keihi/index.html

平成２８年度流域山地災害
等対策調査（森林の事前防
206 災・減災機能強化のための アジア航測株式会社
調査）委託事業

法人番号
6011101000700

一般競争入札

25,382

平成28年9月13日

林野庁業務課災害対策班
（03-3502-8349）
平成29年6月第4週末迄に公表予定

一般競争入札

22,496
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多様な木材需要に対応する
207 ための需給動向調査委託事 アジア航測株式会社
業

法人番号

法人番号
6011101000700

平成２８年度山地保全調査
（水源森林保全調査・有明 共同事業体代表 株式会社
208 海等の閉鎖性海域と森林に パスコ中央事業部
関する調査）委託事業
平成２８年度森林吸収源イ
ンベントリ情報整備事業
（審査対応等（次期枠組み 一般社団法人日本森林技術
209 における森林吸収量の算 協会
定・計上方法に係る調査・
分析））

平成２８年度流域山地災害

法人番号
2010005017342

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

一般競争入札

6,696

平成28年9月20日

林野庁業務課技術開発・普及班
（03-3591-0884）
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/
tokutei_keihi/index.html

一般競争入札

17,820

平成28年9月21日

林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
平成29年6月の第4週に公表予定

一般競争入札
(総合評価)

32,400

平成28年9月26日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成29年6月第5週公表予定

平成28年10月28日

林野庁治山課企画班
（03-3502-8074）
【非公表】
成果物は、開発計画に対する地域の反対意見（非公
表）、違反事案に係る個人情報などが多数含まれてお
り、個人情報の取扱上公表できない。
【成果物概要】
近年、太陽光発電設備等の開発計画の増加に伴う森林
への開発圧の高まりを受けて、保安林制度や林地開発許
可制度の適切なあり方や運用等を検討するため、小規模
な開発や太陽光発電設備に係る開発の問題事例、違法事
案等の実態を調査し、事例整理、原因分析等を実施。

法人番号
2010005017342

一般競争入札
(総合評価)

21,600

【代表事業実施者】
一般社団法人全国木材組合
連合会
【共同事業実施者】
一般社団法人日本木質バイ
オマスエネルギー協会

法人番号
3010005003201
1010405013875

随意契約
（企画競争）

100,000

林野庁木材利用課企画調整班
（平成28年12月8日）
（03-6744-2120）
平成29年3月16日
平成29年10月公表予定

【代表事業実施者】
一般社団法人日本森林技術
平成28年度「クリーンウッ
協会
212 ド」利用推進事業のうち生 【共同事業実施者】
産国情報収集事業
一般社団法人全国木材検
査・研究協会

法人番号
2010005017342
4010005009651

随意契約
（企画競争）

48,900

林野庁木材利用課企画調整班
（平成28年12月8日）
（03-6744-2120）
平成29年3月16日
平成29年10月公表予定

平成２８年度山地保全調査
（水源森林保全調査・森林
213 の融雪遅延効果に関する調 国際航業株式会社
査（その２））委託事業

法人番号
9010001008669

一般競争入札
(総合評価)

19,440

法人番号
9010401010035

一般競争入札

10,508

林野庁治山課施設実行班
（平成28年12月14日）
(03-3502-8208)
平成29年3月22日
平成29年6月の第4週に公表予定

平成２８年度ＣＬＴ建築物
等普及促進委託事業（ＣＬ 特定非営利活動法人建築技
215 Ｔの性能データ収集・分 術支援協会
析）

法人番号
1010005004845

随意契約
（企画競争）

12,500

林野庁木材産業課木材技術班
（平成29年1月20日）
（03-6744-0583）
平成29年3月16日
平成29年12月公表予定

平成２８年度ＣＬＴ建築物
等普及促進委託事業（ＣＬ 一般社団法人日本ＣＬＴ協
216 Ｔの性能データ収集・分 会
析）

法人番号
9010005022328

随意契約
（企画競争）

5,000

林野庁木材産業課木材技術班
（平成29年1月20日）
（03-6744-0583）
平成29年3月16日
平成29年8月公表予定

平成２８年度ＣＬＴ建築物
等普及促進委託事業（ＣＬ
217 Ｔ等部接合データ収集・分 木構造振興株式会社
析）

法人番号
9010401040494

随意契約
（企画競争）

18,023

林野庁木材産業課木材技術班
（平成29年1月20日）
（03-6744-0583）
平成29年3月16日
平成29年10月公表予定

【代表事業実施者】
平成２８年度ＣＬＴ建築物
一般社団法人日本ログハウ
等普及促進委託事業（新た
218 な木質部材の標準化に係る ス協会
【共同実施者】
技術的検討等）
株式会社工芸社・ハヤタ

法人番号
7010405007896
3330001014673

随意契約
（企画競争）

30,000

林野庁木材産業課住宅資材班
（平成29年1月20日）
（03-6744-2294）
平成29年3月16日
平成29年8月公表予定

【代表事業実施者】
ＣＬＴ建築物等普及促進委 株式会社日本システム設計
219 託事業（ＣＬＴの接合部 【共同事業実施者】
データ収集・分析）
一般社団法人日本ＣＬＴ協
会

法人番号
5010001062158
9010005022328

随意契約
（企画競争）

22,000

林野庁木材産業課住宅資材班
（平成29年1月20日）
（03-6744-2294）
平成29年3月16日
平成29年10月公表予定

況調査）委託事業

平成28年度「クリーンウッ
ド」利用推進事業のうち
211 「クリーンウッド法」体制
整備等事業

平成２８年度流域山地災害

214 等対策調査業務（地震によ 国土防災技術株式会社
る亀裂等監視・分析調査）

先

（※）

一般社団法人日本森林技術
協会

210 等対策調査（保安林配備状

覧

平成28年12月12日

林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
平成29年6月の第4週に公表予定
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【代表事業実施者】
国立研究開発法人森林総合
研究所
平成２８年度ＣＬＴ建築物 【共同事業実施者】
等普及促進委託事業（ＣＬ ①一般社団法人日本ＣＬＴ
220 Ｔの性能データ収集・分 協会
析）
②広島県広島県立総合技術
研究所
③公益社団法人日本木材加
工技術協会
平成２８年度シカによる森
林被害緊急対策事業（シカ
221 の行動把握調査等及び捕獲
者等支援業務）

平成28年度水産物輸出倍増

法人番号

法人番号
4050005005317
9010005022328
4010005017349

「シカによる森林被害緊急
対策事業（シカの行動把握
調査等及び捕獲者等支援業
務）」共同企業体

一般社団法人食品需給研究

222 環境整備対策事業のうち履 センター
歴情報システム構築事業

法人番号
5011505000454

公益財団法人海外漁業協力
平成２８年度包括的な国際
財団・日本エヌユ-エス株
資源管理体制構築事業のう
223 ち科学オブザーバー調査分 式会社共同企業体 （代表
機関：公益財団法人海外漁
析事業
業協力財団）

契約
形態

法人番号
4010005005675

水産物流通情報発信・分析
225 委託事業のうち水産加工業 株式会社ライテック
経営実態調査

法人番号
7011101057995

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

随意契約
（企画競争）

12,477

林野庁木材産業課住宅資材班
（平成29年1月20日）
（03-6744-2294）
平成29年3月16日
平成30年1月公表予定

一般競争入札

21,654

林野庁森林整備部研究指導課保護企画班
（平成29年2月15日）
（03-3502-1063）
平成29年3月15日
平成30年４月公表予定

一般競争入札

16,216

一般競争入札

水産物流通情報発信・分析
委託事業のうち水産物の需
給・価格等の動向に関する 一般社団法人漁業情報サー
224
情報の収集・発信のうち調 ビスセンター
査項目及びシステムの最適
化調査

確定額

一般競争入札

一般競争入札

217,384

9,180

8,856

平成28年4月1日

水産庁加工流通課指導班
（03-3591-5613）
平成29年６月公表予定

平成28年4月1日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

平成28年4月1日

水産庁加工流通課企画調査班調査係
（03-3591-5612）
毎月水産庁HP（（一社）漁業情報サービスセンターHPへ
外部リンク）にて公表（アドレス：
http://www.market.jafic.or.jp/suisan/）
個人情報に係る部分については非公表

平成28年4月1日

水産庁加工流通課加工振興班
（03-6744-2349）
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/suisan_kakog
yo/

まぐろ類流通調査分析事業
共同研究機関（代表機関国
立研究開発法人水産研究・
教育機構）

一般競争入札

15,494

平成28年4月1日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

各地域の特性に応じた有明
平成28年度各地域の特性に 海の漁場環境改善実証事業
227 応じた有明海の漁場環境改 共同実施機関（代表機関一
善実証事業
般社団法人マリノフォーラ
ム２１）

一般競争入札

325,247

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課資源増殖技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

環境ＩＴ技術を活用した新
平成28年度環境IT技術を活 たな養殖技術開発事業共同
228 用した新たな養殖技術開発 実施機関（代表者一般社団
事業
法人マリノフォーラム２
１）

一般競争入札

64,600

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課資源増殖技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

赤潮・貧酸素水塊対策推進
事業のうち人工衛星による
赤潮・珪藻発生等の漁場環
境観測・予測手法の開発共
同研究機関（代表機関一般
社団法人漁業情報サービス
センター）

一般競争入札

18,241

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

「クロマグロ養殖高機能・
平成28年度クロマグロ養殖
高効率餌料」共同研究機関
230 用の高機能、高効率餌料の （代表機関国立研究開発法
開発事業
人水産研究・教育機構）

一般競争入札

55,107

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

一般競争入札

10,135

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課環境調査班調査第二係
（03-3502-8487）
平成29年7月末公表予定

平成２８年度包括的な国際
資源管理体制構築事業のう
226 ちまぐろ類流通調査分析事
業

平成２８年度赤潮・貧酸素
水塊対策推進事業のうち人
229 工衛星による赤潮・珪藻発
生等の漁場環境観測・予測
手法の開発事業

平成28年度漁場環境生物多 国立研究開発法人水産研

231 様性評価手法実証調査事業 究・教育機構

法人番号
1020005004051

232 獲防止対策事業

「海亀混獲防止対策事業」
共同研究機関（代表機関国
立大学法人東京海洋大学）

一般競争入札

18,065

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課環境企画班環境企画係
（03-3502-8487）
平成29年6月上旬公表予定

平成28年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策委託事
業のうち赤潮・貧酸素水塊
233 対策推進事業（東京湾にお
ける貧酸素水塊の影響解
明）

「東京湾貧酸素」共同研究
機関（代表機関国立研究開
発法人水産研究・教育機
構）

一般競争入札

3,809

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課漁場保全調整班赤潮対策係
（03-6744-2382）
平成29年8月末公表予定

平成28年度沿岸漁業海亀混

別紙様式１

番号

件

名

平成28年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策委託事
業のうち赤潮・貧酸素水塊
234 対策推進事業（瀬戸内海等
での有害赤潮発生機構解明
と予察・被害防止等技術開
発）
平成28年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策委託事
業のうち赤潮・貧酸素水塊
235 対策推進事業（九州海域で
の有害赤潮・貧酸素水塊発
生機構解明と予察・被害防
止等技術開発）

契 約 の 相手 方名

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

「瀬戸内海赤潮」共同研究
機関（代表機関国立研究開
発法人水産研究・教育機
構）

一般競争入札

67,404

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課漁場保全調整班赤潮対策係
（03-6744-2382）
平成29年8月末公表予定

「九州海域赤潮・貧酸素」
共同研究機関（代表機関国
立研究開発法人水産研究・
教育機構）

一般競争入札

61,722

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課漁場保全調整班赤潮対策係
（03-6744-2382）
平成29年8月末公表予定

サケ資源回帰率向上調査事
平成28年度サケ資源回帰率 業共同実施機関（代表機関
236 向上調査事業
国立研究開発法人水産研
究・教育機構）

一般競争入札

68,039

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課栽培漁業指導班指導係
（03-6744-2383）
平成29年9月公表予定

「河川流域等外来魚抑制管
理技術開発事業」共同研究
平成28年度河川流域等外来
237 魚抑制管理技術開発事業 機関（代表機関国立研究開
発法人水産研究・教育機
構）

一般競争入札

5,292

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成29年9月公表予定

「河川及び海域での鰻来
平成28年度河川及び海域で 遊・生息状況調査事業」共
238 の鰻来遊・生息状況調査事 同研究機関（代表機関国立
業
研究開発法人水産研究・教
育機構）

一般競争入札

45,223

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成29年9月公表予定

「効果的な放流手法検討事
平成28年度効果的な放流手 業」共同研究機関（代表機
239 法検討事業
関国立研究開発法人水産研
究・教育機構）

一般競争入札

23,266

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成29年9月公表予定

広域資源造成共同研究機関
（代表機関国立研究開発法
人水産研究・教育機構）

一般競争入札

7,644

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成29年7月公表予定

二枚貝緊急増殖共同研究機
関（代表機関国立研究開発
法人水産研究・教育機構）

一般競争入札

15,716

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成29年7月公表予定

法人番号
①5010005002234
②7010405001858
③8010005003106
④7010005003065
⑤9020001064273

一般競争入札

99,900

平成28年4月1日

水産庁計画課企画班
（03-3501-3082）
平成29年7月公表予定

243 取得のための実務マニュア 総合研究所

法人番号
1010005000142

一般競争入札

14,888

(平成28年4月8日)
平成28年12月20日

水産庁計画課計画班
（03-6744-2387）
平成29年6月頃公表予定

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「流通拠点漁港 一般財団法人漁港漁場漁村
244 における衛生管理対策及び 総合研究所
効果把握調査」

法人番号
1010005000142

一般競争入札

24,948

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「拠点的漁港の 一般財団法人漁港漁場漁村
245 水産物流通に係る防災・減 総合研究所
災対策の検討調査」

法人番号
1010005000142

一般競争入札

19,872

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「東日本大震災
一般財団法人漁港漁場漁村
246 の復興を踏まえた漁業集落 総合研究所
の防災・減災対策等検討調
査」

法人番号
1010005000142

一般競争入札

19,980

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「漁港機能の集 一般財団法人漁港漁場漁村
247 約化・再活用等による漁村 総合研究所
活性化方策検討調査」

法人番号
1010005000142

一般競争入札

29,916

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

法人番号
2010405007851

一般競争入札

6,500

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度広域種資源造成

240 型栽培漁業推進委託事業

平成28年度二枚貝資源緊急

241 増殖対策委託事業

①全国漁業協同組合連合会
②全国内水面漁業協同組合
連合会③公益社団法人全国
水産多面的機能発揮対策支
豊かな海づくり推進協会④
242
援事業
一般社団法人水産土木建設
技術センター⑤株式会社水
土舎
平成28年度市場のEU-HACCP

一般財団法人漁港漁場漁村

ル策定調査事業

平成28年度水産基盤整備調

公益社団法人全国漁港漁場

248 査委託事業「漁港における 協会
放置艇対策推進調査」

別紙様式１

番号

件

名

契 約 の 相手 方名

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「水産環境整備 一般財団法人漁港漁場漁村
249 マスタープラン等漁場整備 総合研究所
方策に係る検討調査」

法人番号

契約
形態

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

法人番号
1010005000142

一般競争入札

24,840

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

250 査委託事業「餌料生物現存 総合研究所

法人番号
1010005000142

一般競争入札

26,892

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「有用魚種の行 一般財団法人漁港漁場漁村
251 動解析に基づく漁場整備の 総合研究所
検討」

法人番号
1010005000142

一般競争入札

19,872

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

法人番号
①1010005000142
②7010005003065

一般競争入札

24,840

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

「水産基盤整備施設の長寿
平成28年度水産基盤整備調 命化対策検討調査」共同研
253 査委託事業「水産基盤施設 究機関（代表機関国立研究
の長寿命化対策検討調査」 開発法人水産研究・教育機
構）

一般競争入札

20,000

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

「アサリ資源回復のための
平成28年度水産基盤整備調
母貝・稚貝・成育場の造成
査委託事業「アサリ資源回
254 復のための母貝・稚貝・成 と実証」共同研究機関代表
機関国立研究開発法人水産
育場の造成と実証」
研究・教育機構

一般競争入札

34,965

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

法人番号
①4010405007817
②7010901005494
③3120001007698
④9010701007648
⑤9020001001243

一般競争入札

111,996

平成28年4月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

法人番号
①7010005003065
②2010501016723
③9010001008669
④1020005004051

一般競争入札

138,850

平成28年4月1日

水産庁整備課設計班
(03-6744-2390)
平成29年6月公表予定

平成28年度海岸保全施設計 一般財団法人漁港漁場漁村
総合研究所

法人番号
1010005000142

一般競争入札

4,536

平成28年4月15日

水産庁防災漁村課海岸班海岸計画係
（03-3502-5304）
平成29年7月公表予定

平成28年度海岸保全施設設 一般財団法人漁港漁場漁村

法人番号
1010005000142

一般競争入札

4,536

平成28年4月15日

水産庁防災漁村課海岸班海岸計画係
（03-3502-5304）
平成29年7月公表予定

平成28年度海外水産振興政 一般社団法人マリノフォー
ラム２１

法人番号
6010505002105

一般競争入札

9,835

平成28年4月26日

水産庁国際課協力協定係
（03-6744-2367）
平成29年7月公表予定

平成28年度EU・HACCP認定

法人番号
6010405000489

随意契約
（企画競争）

11,065

平成28年4月1日

水産庁加工流通課HACCP認定班
（03-3502-8203）
平成29年６月公表予定

146,642

平成28年4月1日

水産庁管理課ＴＡＣ班
（03-5510-3303）
毎月水産庁ＨＰ内「採捕量の状況」（（一社）漁業情報
サービスセンターＨＰへ外部リンク）にて公表（アドレ
ス：http://www.jafic.or.jp/tac/）
個人情報に係る部分については非公表

41,373

(平成28年4月1日)
(平成28年11月22日)
平成29年2月14日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

平成28年4月1日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

平成28年度水産基盤整備調

一般財団法人漁港漁場漁村

量の原単位化調査」

平成28年度水産基盤整備調
査委託事業「実効性のある
252 藻場・干潟の保全・創造方
策検討調査」

平成28年度水産基盤整備調

255 査委託事業「有明海水産基
盤整備実証調査」

平成28年度厳しい環境条件
256 下におけるサンゴ増殖技術
開発実証委託事業

①一般財団法人漁港漁場漁
村総合研究所
②一般社団法人水産土木建
設技術センター

①一般社団法人全国水産技
術者協会
②いであ株式会社
③株式会社シャト-海洋調
査
④株式会社日本海洋生物研
究所
⑤株式会社オオスミ
①一般社団法人水産土木建
設技術センタ②株式会社エコ③国際航業株式会社
④国立研究開発法人水産研
究・教育機構

257 画策定検討調査委託事業

258 計等技術検討調査委託事業 総合研究所

259 策基礎調査委託事業

260 施設指導・監視事業

一般社団法人大日本水産会

広域資源管理強化推進委託
平成28年度広域資源管理強 事業 共同実施機関 代表
261 化推進委託事業
機関 一般社団法人漁業情
報サービスセンター

随意契約
（企画競争）

漁業情報包括管理事業共同
平成28年度包括的な国際資
研究機関(代表機関 国立
262 源管理体制構築事業のうち 研究開発法人水産研究・教
漁獲情報包括管理事業
育機構

平成28年度包括的な国際資
源管理体制構築事業のうち
263 操業管理・海外漁場情報活
用事業

①一般社団法人漁業情報サ
-ビスセンタ②株式会社キュ-ビック・
アイ

随意契約
（企画競争）

法人番号
①4010005005675
②7010701002675

随意契約
（企画競争）

58,618

別紙様式１

番号

件

名

平成28年度包括的な国際資
源管理体制構築事業のうち
264 漁獲情報包括管理事業のう
ち電子タグ導入による流通
管理

契 約 の 相手 方名

法人番号

電子タグによる流通管理事
業共同企業体（代表機関一
般社団法人責任あるまぐろ
漁業推進機構）

契約
形態

随意契約
（企画競争）

確定額

契約締結日

成

果

物

閲

覧

先

（※）

6,593

平成28年4月1日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

随意契約
（企画競争）

62,128

平成28年4月1日

水産庁漁業調整課
指定漁業４班 (03-6744-2364)
海洋漁業資源管理班 (03-3502-8204)
平成２９年８月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

次世代型陸上養殖の技術開
平成28年度次世代型陸上養 発事業共同実施機関（代表
266 殖の技術開発事業
機関一般社団法人マリノ
フォーラム２１）

随意契約
（公募）

81,279

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課資源増殖技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

ウナギ種苗の大量生産シス
平成28年度ウナギ種苗の大 テムの実証事業共同実施機
267 量生産システムの実証事業 関（代表機関一般社団法人
マリノフォーラム２１）

随意契約
（公募）

266,084

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課企画調整班
（03-3502-0358）
平成29年7月公表予定

資源評価精度向上のための
平成28年度資源評価精度向 次世代型計量魚群探知機の
268 上のための次世代型計量魚 開発事業共同研究機関（代
群探知機の開発事業
表機関国立研究開発法人水
産研究・教育機構）

随意契約
（公募）

35,557

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
平成29年7月公表予定

「放流用種苗育成手法開発
平成28年度放流用種苗育成 事業」共同研究機関（代表
269 手法開発事業
機関国立研究開発法人水産
研究・教育機構）

随意契約
（公募）

8,992

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成29年9月公表予定

「内水面資源生息環境改善
平成28年度内水面資源生息 手法開発事業」共同研究機
270 環境改善手法開発事業
関（代表機関国立研究開発
法人水産研究・教育機構）

随意契約
（公募）

16,806

平成28年4月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成29年9月公表予定

①一般社団法人漁業情報
平成28年度包括的な国際資
サービスセンター
265 源管理体制構築事業のうち ②株式会社マイトベーシッ
輸入まぐろ類流通管理事業
クサービス

法人番号
①4010005005675
②2011101026261

随意契約
（競争性無）

120,306

平成28年4月1日

水産庁増殖推進部研究指導課水産研究開発班
（03-6744-2030）
http://search.kankyohoshano.go.jp/servlet/search.top

我が国周辺水産資源調査・
平成28年度我が国周辺水産 評価等推進委託事業 共同
272 資源調査・評価等推進委託 実施機関 代表機関 国立研
事業
究開発法人水産研究・教育
機構

随意契約
（競争性無）

1,428,061

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課沿岸資源班
（03-6744-2377）
http://abchan.fra.go.jp/

国際漁業資源評価調査・情
平成28年度国際漁業資源評 報提供委託事業 共同実施
273 価調査・情報提供委託事業 機関 代表機関 国立研究開
発法人水産研究・教育機構

随意契約
（競争性無）

873,563

平成28年4月1日

水産庁漁場資源課国際資源班
（03-6744-2380）
成果物については公表済み
http://kokushi.fra.go.jp/

「漁港・漁場の施設の設計
平成28年度水産基盤整備調
手法の高度化検討調査」共
査委託事業「漁港・漁場の
274 施設の設計手法の高度化検 同研究機関（代表機関国立
研究開発法人水産研究・教
討調査」
育機構）

随意契約
（不落・不調随意
契約）

54,222

(平成28年4月1日)
平成28年7月12日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成29年7月頃公表予定

平成28年度放射能調査研究
国立研究開発法人水産研
271 費による研究開発に係る委 究・教育機構
託事業

法人番号
1020005004051

鯨資源調査等対策委託事業 一般財団法人日本鯨類研究
所

法人番号
2010005003623

随意契約
（企画競争）

333,756

平成28年4月20日

水産庁国際課捕鯨室
（03-3502-2443）
平成29年6月公表予定

鯨資源調査等対策委託事業 一般財団法人日本鯨類研究
所

法人番号
2010005003623

随意契約
（企画競争）

12,014

平成28年4月20日

水産庁国際課捕鯨室
（03-3502-2443）
平成29年6月公表予定

一般競争入札

49,960

(平成28年10月11日)
平成29年3月22日

275 のうち鯨資源調査事業

276 のうちDNA検査事業

平成28年度輸出重要種資源
増大等実証委託事業共同実
平成28年度輸出重要種資源
施機関 （代表機関公益社
277 増大実証委託事業
団法人北海道栽培漁業振興
公社）

（※）契約変更があった場合は、当初契約締結日を上段括弧書き、変更契約締結日を下段に記載。

水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成29年12月公表予定

