
【会計名：一般会計】
（単位：千円）

1

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（北米・
オセアニア地域における食
料需給現地情報収集・分析
業務）

株式会社ハローＧ 一般競争入札 10,500 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

2

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（南米地
域における食料需給現地情
報収集・分析業務）

ピー・アイ・エーリミテッ
ドライアビリティカンパ
ニー

一般競争入札 5,975 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

3

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（ＥＵ地
域における食料需給現地情
報収集・分析業務）

ピー・アイ・エーリミテッ
ドライアビリティカンパ
ニー

一般競争入札 4,925 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

4

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（旧ソ連
地域における食料需給現地
情報収集・分析業務）

株式会社ＪＳＮ 一般競争入札 5,775 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

5

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（アジア
地域における食料需給現地
情報収集・分析業務）

株式会社ハローＧ 一般競争入札 8,400 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

6

世界食料需給動向等総合調
査・分析関係業務（中国地
域における食料需給現地情
報収集・分析業務）

株式会社農林中金総合研究
所

一般競争入札 6,300 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課国際需給動向把握担当
（03-6744-2376）
月報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html）で公表
中。年報は平成25年度末頃公表予定

7
食品産業動態調査関係業務
（加工食品の生産量等調
査・分析業務）

一般社団法人　食品需給研
究センター

一般競争入札 6,983 平成25年4月1日

大臣官房食料安全保障課食料生産力担当
（03-6744-0487）
月報・年報はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/doutai_2013.html）で公
表中。

8

平成25年度アジア太平洋食
料安全保障情報プラット
フォーム（ＡＰＩＰ）改善
事業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 23,469 平成25年4月1日
大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム
（03-6738-6156）
（http://www.apip-apec.com/）にて公表中。

9
平成25年度登録品種の標
本・DNA保存等委託事業

独立行政法人　種苗管理セ
ンター

一般競争入札 5,360 平成25年4月1日
食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
平成26年5月公表予定

10
平成25年度牛肉トレーサビ
リティ業務委託事業（DNA
鑑定照合用サンプル採取）

牛肉トレーサビリティ推進
協議会

随意契約
（競争性無）

211,925 平成25年4月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
牛トレーサビリティ監視班監視第2係
（03-6744-1525）
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。

11

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（水
産物における飼料添加物の
残留実態調査）のうち「水
産物における残留試験」

独立行政法人　水産総合研
究センター

随意契約
（競争性無）

1,591 平成25年4月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産安全班
（03-6744-2105）
調査結果を踏まえて現在のリスク管理措置等の検証を行い、そ
の後公表

12

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（水
産物における飼料添加物の
残留実態調査）のうち「水
産物に残留する飼料添加物
の分析」

一般社団法人　日本油料検
定協会

随意契約
（競争性無）

2,405 平成25年4月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産安全班
（03-6744-2105）
調査結果を踏まえて現在のリスク管理措置等の検証を行い、そ
の後公表

平成２５年度　委託調査費の支出状況（年間）
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13

平成25年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「ジブチルサクシ
ネートの催奇形性試験」

株式会社ボゾリサーチセン
ター

一般競争入札 16,160 平成25年4月1日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
ジブチルサクシネートの催奇形性試験を実施し、催奇形性を評
価する。

14

平成25年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「グリカルピラミド
の催奇形性試験」

株式会社ボゾリサーチセン
ター

一般競争入札 14,543 平成25年4月1日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
グリカルピラミドの催奇形性試験を実施し、催奇形性を評価す
る。

15

平成25年度牛肉トレーサビ
リティ業務委託事業（DNA
鑑定及び照合用サンプル保
管）

一般社団法人　家畜改良事
業団

一般競争入札 34,650 平成25年4月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
牛トレーサビリティ監視班監視第2係
（03-6744-1525）
非公表（DNA鑑定結果については、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、地域センター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。

16
平成25年度広域資源管理強
化推進委託事業

広域資源管理強化推進委託
事業　共同実施機関
代表機関　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）

173,201 平成25年4月1日

水産庁管理課ＴＡＣ班資源計画係
（03-5510-3303）
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
個人情報に係る部分については非公表

17
平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち操
業管理適正化事業

一般社団法人　漁業情報
サービスセンター、
株式会社キュービックアイ

随意契約
（企画競争）

65,354 平成25年4月1日

水産庁漁業調整課指定漁業第4班
（03-6744-2364）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

18
平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち漁
獲情報管理強化事業

漁獲情報管理強化事業　共
同研究機関
代表機関　独立行政法人
水産総合研究センター

随意契約
（企画競争）

27,047 平成25年4月1日

水産庁漁業調整課指定漁業第4班
（03-6744-2364）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

19

平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち輸
入まぐろ類流通管理委託事
業

一般社団法人　漁業情報
サービスセンター、
株式会社マイトベーシック
サービス

随意契約
（企画競争）

54,874 平成25年4月1日

水産庁漁業調整課海洋漁業資源管理班管理係
（03-3502-8479）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

20
平成25年度我が国周辺水域
資源評価等推進委託事業

「我が国周辺水域資源評価
等推進委託事業」共同実施
機関
代表者　独立行政法人　水
産総合研究センター

随意契約
（競争性無）

1,225,536 平成25年4月1日

水産庁漁場資源課調査企画係
（03-6744-2377）
ダイジェスト版については平成25年10月末公表予定
詳細版については平成26年3月末公表予定

21
平成25年度国際資源評価等
推進委託事業

国際資源評価等推進委託事
業共同研究機関
代表者　独立行政法人　水
産総合研究センター

随意契約
（競争性無）

661,838 平成25年4月1日
水産庁漁場資源課資源調査調整係
（03-6744-2380）
平成26年3月末公表予定

22

平成25年度水産物流通情報
発信・分析委託事業のうち
水産物の需給・価格等の動
向に関する情報の情報・発
信

一般社団法人　漁業情報
サービスセンター

随意契約
（公募）

67,767 平成25年4月1日
水産庁加工流通課調査係
（03-3591-5612）
平成26年5月公表予定

23
平成25年度放射性物質影響
調査推進委託事業

公益財団法人　海洋生物環
境研究所

一般競争入札 336,000 平成25年4月1日

水産庁漁場資源課調査係
（03-6744-2380）
調査結果は水産庁HPで随時公表
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html）

24
平成25年度厳しい環境条件
下におけるサンゴ増殖技術
開発実証事業

①一般社団法人　水産土木
建設技術センター、②株式
会社エコー、③国際航業株
式会社、④独立行政法人
水産総合研究センター

一般競争入札 207,900 平成25年4月1日
水産庁整備課設計班
（03-6744-2390）
平成26年9月公表予定

25

平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち科
学オブザーバー調査分析事
業

公益財団法人　海外漁業協
力財団・日本エヌ・ユー・
エス株式会社共同企業体
（代表者　公益財団法人
海外漁業協力財団）

一般競争入札 220,864 平成25年4月1日

水産庁漁業調整課指定漁業第４班
（03-6744-2364）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表
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26
平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち国
内流通実態分析事業

国内流通実態分析事業共同
研究機関　　代表機関　独
立行政法人　水産総合研究
センター

一般競争入札 20,345 平成25年4月1日

水産庁漁業調整課海洋漁業資源管理班管理係
（03-3502-8479）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

27

平成25年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策事業の
うち赤潮・貧酸素水塊対策
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　独立行政
法人　水産総合研究セン
ター

一般競争入札 4,000 平成25年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6477-2379）
平成26年3月末目処公表予定

28

平成25年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策事業の
うち赤潮・貧酸素水塊対策
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）

「瀬戸内海赤潮」共同研究
機関　代表機関　独立行政
法人　水産総合研究セン
ター

一般競争入札 66,700 平成25年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6477-2379）
平成26年3月末目処公表予定

29

平成25年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策事業の
うち赤潮・貧酸素水塊対策
推進事業（九州海域での有
害赤潮発生機構解明と予
察・被害防止等技術開発）

「九州海域赤潮・貧酸素」
共同研究機関　代表機関
独立行政法人　水産総合研
究センター

一般競争入札 71,800 平成25年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6477-2379）
平成26年3月末目処公表予定

30

平成25年度日本型フォレス
ター育成・認定事業のうち
准フォレスター等育成研修
改良調査事業

一般社団法人　林業人材育
成支援普及センター

一般競争入札 188,990 平成25年5月15日
林野庁森林整備部研究指導課普及教育班
（03-3502-5721）
平成26年度中公表予定

31
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（肉用鶏）

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 15,750 平成25年5月16日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（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】
カンピロバクター、サルモネラ属菌、リステリア・モノサイト
ジェネス及び大腸菌について、食鳥処理場において盲腸を採取
し、盲腸内容物の検査を実施するとともに、調査対象鶏群が食
鳥処理された後、その鶏群に由来する鶏肉製品（胸肉及び肝
臓）についても検査を実施。

32
鯨資源調査等対策委託事業
のうち鯨資源調査事業

財団法人日本鯨類研究所
随意契約

（企画競争）
336,834 平成25年5月16日

水産庁国際課捕鯨係
（03-3502-2443）
平成26年9月公表予定
個人情報に係る部分については非公表
【成果物の概要】
①鯨類の資源量推定のための目視調査等の結果概要、②鯨類の
流通監視体制強化のためのDNA検査の結果概要（個人情報を含む
ため非公表）。

33
鯨資源調査等対策委託事業
のうちDNA検査事業

財団法人日本鯨類研究所
随意契約

（企画競争）
8,936 平成25年5月16日

水産庁国際課捕鯨係
（03-3502-2443）
平成26年9月公表予定
個人情報に係る部分については非公表
【成果物の概要】
①鯨類の資源量推定のための目視調査等の結果概要、②鯨類の
流通監視体制強化のためのDNA検査の結果概要（個人情報を含む
ため非公表）。

34
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「有明海水産基
盤整備実証調査」

①一般社団法人　全国水産
技術者協会、②みらい建設
工業株式会社、③いであ株
式会社、④株式会社シャ
トー海洋調査、⑤株式会社
日本海洋生物研究所、⑥株
式会社オオスミ

随意契約
（企画競争）

112,000 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

35

平成25年度国際漁業・輸入
管理強化推進事業のうち輸
入まぐろ類流通管理事業の
うち電子タグによる流通管
理事業

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

随意契約
（企画競争）

9,976 平成25年5月16日

水産庁漁業調整課海洋漁業資源管理班管理係
（03-3502-8479）
平成26年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

36
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「漁場整備の効
果原単位等開発」

一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

随意契約
（公募）

24,959 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

37
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「マウンド礁に
おけるイサキ増殖調査」

一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

随意契約
（公募）

18,953 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表
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38
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「航路・泊地埋
没対策手法調査」

平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「航路・泊地埋
没対策手法調査」共同研究
機関　代表機関　一般財団
法人　漁港漁場漁村総合研
究所

随意契約
（公募）

16,900 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成26年10月公表予定

39
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「特定第3種漁
港の流通拠点整備推進」

①一般財団法人　漁港漁場
漁村総合研究所、②株式会
社センク21、③株式会社ア
ルファ水工コンサルタンツ

随意契約
（公募）

49,900 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

40
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「漁港漁場施設
の性能規定化等技術検討」

漁港漁場施設の性能規定化
等技術検討調査　共同研究
機関　代表機関　独立行政
法人　水産総合研究セン
ター

随意契約
（公募）

42,993 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

41
平成25年度外来魚抑制管理
技術高度化事業

「外来魚抑制管理技術高度
化事業」共同研究機関　代
表機関　独立行政法人　水
産総合研究センター

随意契約
（公募）

7,501 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

42

新たなノリ色落ち対策技術
開発事業のうち沿岸海域の
栄養塩管理技術の開発委託
事業

沿岸域栄養塩管理技術開発
共同研究機関　代表者　独
立行政法人水産総合研究セ
ンター

随意契約
（公募）

29,165 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

43

平成25年度水産生物の生活
史に対応した漁場環境形成
推進事業のうち各生活史段
階に応じた漁場機能を強化
する技術の開発・実証

①一般社団法人　水産土木
建設技術センター、②独立
行政法人　水産総合研究セ
ンター、③独立行政法人
水産大学校、④株式会社沿
岸生態系リサーチセン
ター、⑤株式会社アルファ
水工コンサルタンツ

一般競争入札 34,947 平成25年5月16日
水産庁整備課設計班
（03-6744-2390）
平成26年9月公表予定

44

平成25年度水産生物の生活
史に対応した漁場環境形成
推進事業のうち水産生物の
生活史に対応した広域的に
連携する漁場環境形成手法
の検討

①一般財団法人　漁港漁場
漁村総合研究所、②独立行
政法人　水産総合研究セン
ター

一般競争入札 14,963 平成25年5月16日
水産庁整備課設計班
（03-6744-2390）
平成26年9月公表予定

45
平成25年度各地域の特性に
応じた有明海の漁場環境改
善実証事業

平成25年度各地域の特性に
応じた有明海の漁場環境改
善実証事業共同実施機関代
表者一般社団法人　マリノ
フォーラム21

一般競争入札 322,453 平成25年5月16日
水産庁研究指導課資源増殖技術班企画係
（03-3591-7410）
平成26年7月公表予定

46
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「アサリ資源回
復モデルの開発と実証」

「アサリ資源回復モデルの
開発と実証」共同研究機関
代表機関　独立行政法人
水産総合研究センター

一般競争入札 32,000 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

47
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「プレジャー
ボート収容施設実態調査」

一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

一般競争入札 4,935 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成26年10月公表予定

48
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「沖合域漁場整
備の事業化検討」

一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

一般競争入札 30,923 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

49
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「干潟餌生物環
境の物理条件解明」

干潟餌生物環境　共同研究
機関　代表機関　独立行政
法人　水産総合研究セン
ター

一般競争入札 10,000 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

50
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「中層浮魚礁の
保守管理方法の開発」

一般社団法人　マリノ
フォーラム21

一般競争入札 9,999 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

51

平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「漁場整備によ
る海域の生産力向上状況調
査」

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

一般競争入札 29,925 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表
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52
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「費用対効果分
析ガイドライン見直し」

一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

一般競争入札 24,938 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
調査継続のため完了後公表

53
平成25年度水産基盤整備調
査委託事業「漁港施設ス
トック量分析調査」

一般社団法人　水産土木建
設技術センター

一般競争入札 7,035 平成25年5月16日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成26年10月公表予定

54

平成25年度地球温暖化対策
推進費のうち藻場・干潟等
の炭素吸収源評価と吸収機
能向上技術の開発委託事業

藻場干潟炭素吸収源評価
共同研究機関　代表機関
独立行政法人　水産総合研
究センター

一般競争入札 20,215 平成25年5月16日
水産庁研究指導課企画調整班調査係
（03-3502-0358）
平成26年7月公表予定

55

平成25年度資源・環境に優
しいクロマグロ増養殖技術
開発事業のうちクロマグロ
養殖最適親魚選抜・確保技
術開発事業

「クロマグロ養殖最適親魚
選抜・確保技術開発委託事
業」　共同研究機関　代表
機関　独立行政法人　水産
総合研究センター

一般競争入札 103,680 平成25年5月16日
水産庁研究指導課先端技術班企画係
（03-3591-7410）
平成26年7月公表予定

56
平成25年度海外水産資源管
理基礎調査委託事業

一般社団法人　マリノ
フォーラム21

一般競争入札 13,650 平成25年5月16日
水産庁国際課協力協定係
（03-6744-2367）
平成26年6月公表予定

57

平成25年度地球温暖化対策
推進費のうち地球温暖化に
よる沿岸漁場環境への影響
評価・適応技術の開発委託
事業

「温暖化適応技術」共同研
究機関　代表機関　独立行
政法人　水産総合研究セン
ター

一般競争入札 32,217 平成25年5月16日
水産庁研究指導課先端技術班企画係
（03-3591-7410）
平成26年7月公表予定

58
平成25年度生物多様性に配
慮した漁業推進事業

「生物多様性に配慮した漁
業推進事業」共同研究機関
代表機関　独立行政法人
水産総合研究センター

一般競争入札 38,660 平成25年5月16日
水産庁漁場資源課調査第1係
（03-3502-8487）
平成26年4月末目処公表予定

59

平成25年度漁場環境・生物
多様性保全総合対策委託事
業のうち漁場環境生物多様
性評価手法実証調査事業

独立行政法人　水産総合研
究センター

一般競争入札 20,987 平成25年5月16日
水産庁漁場資源課調査第2係
（03-3502-8487）
平成26年4月末日公表予定

60
内水面漁業振興対策事業の
うち内水面資源生息環境改
善手法開発事業

「内水面資源生息環境改善
手法開発事業」共同研究機
関　代表機関　独立行政法
人　水産総合研究センター

一般競争入札 18,000 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

61
内水面漁業振興対策事業の
うち放流用種苗育成手法開
発事業

「放流用種苗育成手法開発
事業」共同研究機関　代表
機関　独立行政法人　水産
総合研究センター

一般競争入札 10,000 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

62
内水面漁業振興対策事業の
うち鰻生息状況等緊急調査
事業

「鰻生息状況等緊急調査事
業」共同研究機関　代表機
関　独立行政法人　水産総
合研究センター

一般競争入札 35,000 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

63
内水面漁業振興対策事業の
うち異種鰻育成手法緊急開
発事業

「異種鰻育成手法緊急開発
事業」共同研究機関　代表
機関　独立行政法人　水産
総合研究センター

一般競争入札 5,000 平成25年5月16日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

64
平成25年度遺伝情報を活用
した鰻資源管理育種等技術
開発事業

「遺伝情報を活用した鰻資
源管理育種等技術開発事
業」共同研究機関　代表機
関　独立行政法人　水産総
合研究センター

一般競争入札 79,565 平成25年5月16日
水産庁研究指導課先端技術班企画係
（03-3591-7410）
平成26年7月公表予定

65
平成25年度種苗放流による
資源造成支援委託事業

「再生産評価手法開発事
業」共同研究機関　代表機
関　独立行政法人　水産総
合研究センター

一般競争入札 8,110 平成25年5月20日
水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成26年9月公表予定
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66
平成25年度農薬登録におけ
る作物のグループ化の検討
のための試験委託事業

①一般財団法人　残留農薬
研究所
②一般社団法人　日本植物
防疫協会
③株式会社化学分析コンサ
ルタント

一般競争入札 25,031 平成25年5月22日

消費・安全局農産安全管理課
農薬検査班検査登録係
（03-3502-5969）
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
いることから、最終年度の事業終了後に公表することとする。

67
平成25年度種苗特性分類調
査（ぎょうじゃにんにく亜
種）委託事業

特定非営利活動法人グリー
ンテクノバンク

一般競争入札 1,123 平成25年5月23日

食料産業局新事業創出課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
成果物（審査基準案）は種苗審査室審査官による検証の後、農
業資材審議会での審議を経て審査基準として公表

68
平成25年度種苗特性分類調
査（ときわまんさく種）委
託事業

社団法人園芸文化協会 一般競争入札 767 平成25年5月23日

食料産業局新事業創出課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
成果物（審査基準案）は種苗審査室審査官による検証の後、農
業資材審議会での審議を経て審査基準として公表

69
平成25年度新事業創出人材
育成委託事業

株式会社フィデア総合研究
所

随意契約
（企画競争）

7,877 平成25年5月24日
食料産業局新事業創出課人材養成班人材養成第２係
（03-6744-2062）
平成26年5月公表予定

70

平成25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
事業メニュー「ピペラジン
アジピン酸塩（豚）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 3,938 平成25年5月27日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
ピペラジンアジピン酸塩を有効成分とする経口投与剤の豚組織
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。

71

平成25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
事業メニュー「ピペラジン
アジピン酸塩（鶏）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 4,011 平成25年5月27日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
ピペラジンアジピン酸塩を有効成分とする経口投与剤の鶏組織
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。

72

平成25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
事業メニュー「フロルフェ
ニコール（豚：経口投
与）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 4,830 平成25年5月27日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
フロルフェニコールを有効成分とする経口投与剤の豚組織への
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。

73

平成25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
事業メニュー「フロルフェ
ニコール（豚：筋肉内注
射）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 6,300 平成25年5月27日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
フロルフェニコールを有効成分とする注射剤の豚組織への残留
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。

74
平成25年度さけ・ます陸揚
検査事業

一般財団法人　日本貨物検
数協会

随意契約
（企画競争）

9,643 平成25年5月27日

水産庁漁業調整課指定漁業第3班許可第1係
（03-3502-8479）
平成26年4月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

75
太平洋サケ資源回復調査事
業

「太平洋サケ資源回復調
査」共同研究機関　代表機
関　独立行政法人　水産総
合研究センター

一般競争入札 48,994 平成25年5月28日
水産庁栽培養殖課栽培漁業指導班さけ・ます係
（03-3502-8489）
平成26年7月公表予定

76

平成25年度「食と農林漁業
の祭典」推進委託事業（日
本の農林水産物等の魅力発
信イベントに関する業務）

株式会社電通 一般競争入札 122,325 平成25年5月31日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

77

平成25年度「食と農林漁業
の祭典」推進委託事業（祭
典全体に係る情報発信業
務）

株式会社電通 一般競争入札 23,940 平成25年5月31日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表
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78

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（家
畜における薬剤耐性菌モニ
タリング）

一般社団法人　日本海事検
定協会

一般競争入札 6,143 平成25年5月31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）
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】
牛及び豚の糞便におけるカンピロバクター及び大腸菌の存在状
況を調査。

79

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（薬
剤耐性菌モニタリングにお
ける分離菌株の性状解析）

一般社団法人　日本海事検
定協会

一般競争入札 5,224 平成25年5月31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）
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】
国内のと畜場等で分離した大腸菌について性状解析を実施。

80
平成25年度新事業創出人材
育成委託事業

株式会社早稲田総研イン
ターナショナル

随意契約
（企画競争）

7,860 平成25年6月3日
食料産業局新事業創出課人材養成班人材養成第２係
（03-6744-2062）
平成26年5月公表予定

81
平成25年度中南米日系農業
者連携交流委託事業

中央開発株式会社
随意契約

（企画競争）
50,199 平成25年6月5日

大臣官房国際部国際協力課交流・研修担当
（03-3501-7402）
（http://www.nikkeiagri.jp/index.html）へ平成26年5月公表
予定

82
平成25年度新事業創出人材
育成委託事業

国立大学法人　宮崎大学
随意契約

（企画競争）
7,175 平成25年6月5日

食料産業局新事業創出課人材養成班人材養成第２係
（03-6744-2062）
平成26年5月公表予定

83
平成25年度海外農業・貿易
事情調査分析事業（アジ
ア・大洋州）

株式会社日本総合研究所 一般競争入札 9,490 平成25年6月7日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成26年5月公表予定

84
平成25年度海外農業・貿易
事情調査分析事業（欧州）

株式会社農林中金総合研究
所

一般競争入札 6,453 平成25年6月7日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成26年5月公表予定

85
平成25年度新事業創出人材
育成委託事業

国立大学法人　豊橋技術科
学大学

随意契約
（企画競争）

7,867 平成25年6月7日
食料産業局新事業創出課人材養成班人材養成第２係
（03-6744-2062）
平成26年5月公表予定

86
平成25年度海外農業・貿易
事情調査分析事業（米州）

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 9,608 平成25年6月10日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成26年5月公表予定

87
平成25年度食品トレーサビ
リティ促進委託事業

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 28,350 平成25年6月11日

消費・安全局表示・規格課
トレーサビリティ企画調整班生産行程規格係
（03-6744-2099）
平成26年3月公表予定

88

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「土壌病害虫総合的
防除技術確立事業」）

株式会社ペコIPMパイロッ
ト

一般競争入札 3,950 平成25年6月12日

消費・安全局植物防疫課
防除技術第1係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

89

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（カンピロ
バクター属菌株の性状解
析）

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 3,665 平成25年6月12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）
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】
国内のと畜場等で分離したカンピロバクター属菌について性状
解析を実施。

90
平成25年度新事業創出人材
育成委託事業

株式会社農都共生総合研究
所

随意契約
（企画競争）

7,870 平成25年6月13日
食料産業局新事業創出課人材養成班人材養成第２係
（03-6744-2062）
平成26年5月公表予定
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91

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「発生予察調査実施
基準改良事業」）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 14,980 平成25年6月13日

消費・安全局植物防疫課
発生予察係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

92

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「発生予察事業の調
査実施基準の新規手法策定
事業」）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 15,850 平成25年6月13日

消費・安全局植物防疫課
発生予察係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

93

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「適期防除実施判断
指標策定事業」）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 9,800 平成25年6月13日

消費・安全局植物防疫課
発生予察係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

94

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「発生予察システム
等検証事業」）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 2,980 平成25年6月13日

消費・安全局植物防疫課
発生予察係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

95

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「フェロモン剤等外
部因子に影響されない発生
予察手法の確立事業」）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 3,000 平成25年6月13日

消費・安全局植物防疫課
発生予察係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

96

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（み
そ製造工程におけルフラン
生成機序解明のための調
査）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 2,079 平成25年6月13日

消費・安全局消費・安全政策課
製造流通安全企画班企画係
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
農林水産省が依頼した事業者の協力の下で採取した試料のフラ
ン濃度を、妥当性が確認された方法で測定。

97

平成25年度治山事業積算基
準等分析調査（調査等業務
歩掛検証及び木製校倉式ダ
ム工等の検証に関する調
査）事業

株式会社山地防災研究所 一般競争入札 7,539 平成25年6月13日
林野庁森林整備部計画課施工技術班積算基準係
（03-3502-6882）
平成26年4月公表予定

98
平成25年度森林環境保全直
接支援事業工程分析調査事
業

株式会社山地防災研究所 一般競争入札 8,631 平成25年6月13日
林野庁森林整備部計画課施工技術班積算基準係
（03-3502-6882）
平成26年4月公表予定

99
平成25年度東アジア包括的
植物品種保護戦略委託事業

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 25,836 平成25年6月14日
食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
平成26年5月公表予定

100

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法整備事業）

株式会社ファスマック 一般競争入札 4,410 平成25年6月14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26年8月公表予定。

101

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産小麦中カドミウム濃度実
態調査）委託費

一般財団法人　日本冷凍食
品検査協会

一般競争入札 2,208 平成25年6月14日

消費・安全局農産安全管理課
土壌汚染防止班汚染防止係
（03-3592-0306）
非公表（法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
国産小麦中のカドミウム濃度の分析結果等

102

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（衛
星画像ライセンス取得業
務）

グリーン航業株式会社 一般競争入札 7,203 平成25年6月14日

林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用する衛星画像の処理等を行うものであり、報告書
は存在しない。
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103

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（西日本ブロック）

熊本県森林組合連合会 一般競争入札 20,685 平成25年6月14日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

104
平成25年度簡易で耐久性の
ある作業道等の効果的な作
設手法に関する調査事業

株式会社森林テクニクス 一般競争入札 13,230 平成25年6月17日
林野庁森林整備部整備課低コスト森林施業指導官
（03-3502-8064）
平成26年5月公表予定

105

平成25年度食育活動の全国
展開委託事業（食育におけ
る課題解決に向けた普及啓
発）

株式会社博報堂 一般競争入札 54,600 平成25年6月20日

消費・安全局消費者情報官
食育推進班
（03-3502-5723）
平成26年5月頃公表予定

106
平成25年度農薬的資材に関
するスクリーニング委託事
業

公益社団法人　長崎県食品
衛生協会

一般競争入札 4,137 平成25年6月20日

消費・安全局農産安全管理課
農薬指導班取締企画係
（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。

107

平成25年度発生予察の手法
検討事業委託費（事業メ
ニュー「多品目生産体系に
対応した防除対策の確立事
業」）

全国農業協同組合連合会 一般競争入札 4,410 平成25年6月20日

消費・安全局植物防疫課
防除技術第1係
（03-3502-3382）
年次計画に基づき複数年度に渡って調査を実施し、最終年度の
調査終了時に公表及び調査結果に基づく関連通達の改正を行う
ため、非公表としたい。ただし、調査結果のとりまとめが完了
したものについては、随時公表していく。
平成27年3月公表予定

108

平成25年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「オルメトプリムの
げっ歯類を用いた小核試
験」

株式会社化合物安全性研究
所

一般競争入札 1,028 平成25年6月20日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
オルメトプリムのげっ歯類を用いた小核試験を実施し、陽性又
は陰性を判定する。

109
平成25年度海外植物遺伝資
源アクセス円滑化委託事業

公益社団法人　農林水産・
食品産業技術振興協会

一般競争入札 11,416 平成25年6月24日
食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
平成26年5月公表予定

110

農林水産分野における地球
環境対策推進手法開発事業
のうち農林水産業由来温室
効果ガス排出量精緻化検
討・調査事業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 13,750 平成25年6月25日
大臣官房環境政策課地球環境対策室地球温暖化対策係
（03-6744-2017）
平成26年4月公表予定

111
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（豚農場）
委託事業

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 1,859 平成25年6月25日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（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】
豚農場において直腸内容物を採取し、カンピロバクター、E型肝
炎ウイルス及び大腸菌の検査を実施。

112
平成25年度沿岸漁業海亀混
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 25,767 平成25年6月26日
水産庁漁場資源課環境企画班混獲生物資源係
（03-3502-8487）
平成26年4月末目処公表予定

113
平成25年度家畜伝染病早期
診断体制整備事業委託費
（家畜衛生菌株の収集）

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 8,138 平成25年6月28日

消費・安全局動物衛生課
病原体管理班病原体管理係
（03-3502-8292）
平成26年9月公表予定
菌株の提供元に係る部分については非公表

114
平成25年度産地表示適正化
対策委託事業①（農産物及
び農産物加工品）

株式会社同位体研究所 一般競争入札 6,369 平成25年6月28日

消費・安全局表示・規格課
調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、JAS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）
【成果物の概要】
JAS法に基づく食品表示の適正化を図るため、小売り店等から購
入した農林水産物の原産地判別に係る分析結果。
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115
平成25年度産地表示適正化
対策委託事業②（畜産物及
び畜産物加工品）

株式会社同位体研究所 一般競争入札 6,369 平成25年6月28日

消費・安全局表示・規格課
調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、JAS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）
【成果物の概要】
JAS法に基づく食品表示の適正化を図るため、小売り店等から購
入した農林水産物の原産地判別に係る分析結果。

116
平成25年度産地表示適正化
対策委託事業③（水産物及
び水産物加工品）

株式会社同位体研究所 一般競争入札 6,369 平成25年6月28日

消費・安全局表示・規格課
調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、JAS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）
【成果物の概要】
JAS法に基づく食品表示の適正化を図るため、小売り店等から購
入した農林水産物の原産地判別に係る分析結果。

117

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業
（PBDE類及びPFC類のトー
タルダイエットスタディ）
委託事業

株式会社島津テクノリサー
チ

一般競争入札 15,530 平成25年6月28日

消費・安全局消費・安全政策課
製造流通安全企画班企画係
（03-3502-8731）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
各食品中のPBDE類及びPFC類の定量限界及び検出限界の算出結
果、食品中のPBDE類及びPFC類の含有実態の調査結果。

118
平成25年度水産防疫対策事
業のうち「水産動物疾病の
リスク管理」

①公益社団法人　日本水産
資源保護協会
②独立行政法人　水産総合
研究センター
③独立行政法人　水産大学
校

一般競争入札 31,550 平成25年6月28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26年7月公表予定

119

平成25年度水産防疫対策事
業のうち「水産動物疾病の
診断・予防・まん延防止に
係る技術開発等」

①独立行政法人　水産総合
研究センター
②公益社団法人　日本水産
資源保護協会
③鹿児島県水産技術開発セ
ンター
④日本大学生物資源科学部

一般競争入札 34,298 平成25年6月28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26年7月公表予定

120
平成25年度水産防疫対策事
業のうち「養殖衛生管理技
術者の養成」

公益社団法人　日本水産資
源保護協会

一般競争入札 14,900 平成25年6月28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26年7月公表予定

121

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（第２回カ
ンピロバクター属菌株の性
状解析）委託事業

一般社団法人　日本海事検
定協会

一般競争入札 3,780 平成25年6月28日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別農場等で検出された分離菌株の性状）
を含むため）
【成果物の概要】カンピロバクター属菌株の性状解析及び遺伝
子解析の実施。

122

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（サルモネ
ラ属菌株の性状解析）委託
事業

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 1,995 平成25年6月28日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別農場等で検出された分離菌株の性状）
を含むため）
【成果物の概要】サルモネラ属菌株の性状解析の実施。

123
平成25年度新分野JAS規格
化委託事業

公益社団法人　農林水産・
食品産業技術振興協会

一般競争入札 8,043 平成25年6月28日

消費・安全局表示・規格課
食品規格班企画調整係
（03-6744-2098）
平成26年6月公表予定
※個人情報、法人情報、知的財産情報を含む部分については非
公表

124
平成25年度山地保全調査
（水源森林保全調査）委託
事業

株式会社森林土木施設研究
所

一般競争入札 6,930 平成25年6月28日
林野庁森林整備部治山課 水源地治山対策室 水源地企画班
（03-6744-2309）
平成26年度公表予定

125

平成25年度途上国の農業生
産・投資拡大のための検討
調査事業のうちアフリカの
土壌肥沃度改善検討調査

独立行政法人　国際農林水
産業研究センター

一般競争入札 13,841 平成25年7月1日
大臣官房国際部国際協力課分析係
（03-3502-8058）
平成26年5月公表予定

126

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（西北海道ブロック）

クリタ分析センター株式会
社

一般競争入札 11,424 平成25年7月2日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

127

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（東北ブロック）

クリタ分析センター株式会
社

一般競争入札 11,319 平成25年7月2日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定
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128

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（関東ブロック）

クリタ分析センター株式会
社

一般競争入札 10,395 平成25年7月2日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

129
平成25年度愛玩動物用飼料
サーベイランス委託事業

一般社団法人　日本油料検
定協会

一般競争入札 368 平成25年7月5日

消費・安全局畜水産安全管理課愛玩動物用飼料対策班
（03-6744-1708）
事業の成果を踏まえて基準値を設定した後に公表予定（平成27
年度目途）

130

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（第
一約束期間における審査対
応等（森林簿現況調査・算
定基礎資源情報の整備・検
討））

一般社団法人　日本森林技
術協会

一般競争入札 10,670
（平成25年7月5日）

平成25年8月7日

林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
非公表（国際審査に対応した改善方針の検討に係るため、今後
の審査に予断を与えることのないようにするため）
【成果物の概要】
森林吸収量算定の基礎となる森林資源情報について、森林の現
況を基に遡って整理する。

131

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（加
工食品中のアクリルアミド
含有実態調査）委託事業

ユーロフィン・フードテス
ティング・ジャパン株式会
社

一般競争入札 4,526 平成25年7月8日

消費・安全局消費・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、製造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実態調査結果。

132
平成25年度農薬散布時の防
護装備の基準見直しに向け
た検討のための試験事業

①一般社団法人　日本植物
防疫協会
②株式会社エスコ

一般競争入札 33,600 平成25年7月8日

消費・安全局農産安全管理課農薬指導班農薬適正管理係
（03-3501-3965）
農薬使用者への農薬の付着、浸透や薬剤調製時の農薬曝露量等
に関する試験方法の確立の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ことから、最終年度に公表す
ることとする。

133

平成25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
事業メニュー「塩化ジデシ
ルジメチルアンモニウム
（乳）」

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 3,560 平成25年7月8日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
塩化ジデシルジメチルアンモニウムを有効成分とする製剤の牛
乳への残留を試験し、暫定基準値を下回るまでの期間を統計学
的に算出する。

134
平成25年度農林水産分野に
おける遺伝資源利用促進事
業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 20,475 平成25年7月11日

大臣官房環境政策課地球環境対策室生物多様性利用企画・調整
係
（03-6744-2017）
平成26年4月公表予定

135

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（中部近畿ブロック）

株式会社クリタス 一般競争入札 15,015 平成25年7月11日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

136

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（関東ブロッ
ク）

グリーン航業株式会社 一般競争入札 13,079 平成25年7月11日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

137

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（中部ブロッ
ク）

グリーン航業株式会社 一般競争入札 11,070 平成25年7月11日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

138

平成25年度森林整備事業の
費用対効果分析手法等調査
（森林整備保全事業計画推
進調査）

財団法人林業経済研究所 一般競争入札 4,200 平成25年7月11日
林野庁森林整備部計画課企画班調整係
（03-3501-3842）
平成26年5月公表予定

139
平成25年度水産資源持続的
利用国際動向調査事業

一般社団法人自然資源保全
協会・日本エヌ・ユー・エ
ス株式会社共同企業体　代
表機関　一般社団法人　自
然資源保全協会

一般競争入札 18,516 平成25年7月11日

水産庁漁場資源課環境企画班国際係
（03-3502-8487）
非公表
【成果物の概要】
国内外の漁業をめぐる動向等の調査及び有識者による検討会等
に関する実施報告書

140
緊急時における食料の安定
供給対策事業

株式会社三菱総合研究所
随意契約

（企画競争）
16,970 平成25年7月12日

大臣官房食料安全保障課食料安全保障対策担当
（03-6744-2368）
平成25年度末頃公表予定
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141

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（試料収集分析業
務）（東北海道ブロック）

株式会社クリタス 一般競争入札 8,925 平成25年7月16日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

142

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（近畿ブロッ
ク）

一般社団法人　日本森林技
術協会

一般競争入札 11,162 平成25年7月16日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

143

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（中国ブロッ
ク）

株式会社一成 一般競争入札 17,934 平成25年7月16日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

144

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（四国・東九
州ブロック）

株式会社一成 一般競争入札 22,649 平成25年7月16日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

145

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林の第一約
束期間中の増加率調査（現
地調査業務）（九州ブロッ
ク）

一般社団法人　日本森林技
術協会

一般競争入札 9,818 平成25年7月16日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

146
平成25年度山地保全調査
（海岸防災林現況調査）事
業

国土防災技術株式会社 一般競争入札 8,085 平成25年7月17日
林野庁森林整備部計画課設計基準班設計基準係
（03-3502-6882）
平成26年4月公表予定

147

平成25年度家畜伝染病早期
診断体制整備事業委託費
（鳥インフルエンザ診断用
抗原及び指示血清の製造・
配布）

アドテック株式会社 一般競争入札 15,700 平成25年7月18日
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成26年8月公表予定

148

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業土壌
等調査（指導取りまとめ業
務）

独立行政法人　森林総合研
究所

一般競争入札 16,500 平成25年7月18日
林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定

149
平成25年度肥料用肉骨粉の
管理方法開発委託事業（摂
食防止材確認試験）

一般社団法人　日本科学飼
料協会

一般競争入札 12,464 平成25年7月22日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班企画調査係
（03-3502-5968）
調査終了時の平成26年1月末以降を目途に成果物について、摂取
防止材として告示により指定する予定。

150

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
品中の有害微量元素含有実
態予備調査）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 7,035 平成25年7月22日

消費・安全局消費・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、生産者・製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
食品中の有害微量元素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予備調査結果。

151

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（果
実缶詰中の鉛含有実態調
査）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 2,415 平成25年7月22日

消費・安全局消費・安全政策課
製造流通安全企画班
（03-3502-7674）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
農林水産省が依頼した事業者の協力の下で採取した試料の鉛濃
度を、妥当性が確認された方法で分析した調査結果。

152

平成25年度多面的機能・担
い手調査のうち農地等の生
産装置を適切に管理する農
業生産活動の把握・分析調
査

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 162,160 平成25年7月22日
生産局農産部園芸作物課園芸振興係
（03-3502-5957）
平成26年9月頃公表予定

153

平成25年度多面的機能・担
い手調査のうち環境と調和
のとれた農業生産活動の把
握・分析調査

株式会社野村総合研究所 一般競争入札 86,100 平成25年7月22日
生産局農産部農業環境対策課環境保全型農業調査係
（03-6744-0499）
平成26年9月頃公表予定
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154
平成25年度農地土壌温室効
果ガス排出量算定基礎調査
事業（農地管理実態調査）

独立行政法人　家畜改良セ
ンター

随意契約
（競争性無）

2,277 平成25年7月23日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3502-5956）
学術論文等で発表される情報を含むため、これらの情報につい
て事業実施主体との調整が終わったものから随時公表。

155

多面的機能・担い手調査事
業のうち直接支払い制度の
設計に必要な基盤調査等委
託事業

①株式会社パスコ
②ユニオンデーターシステ
ム株式会社

一般競争入札 716,917
（平成25年7月26日）
平成25年12月16日

経営局農地政策課農業委員会グループ
（03-3592-0305）
平成26年9月頃公表予定

156

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（薬
剤耐性菌（腸球菌）の選択
実態調査事業）

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 2,069 平成25年7月29日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料添加物係
（03-6744-1708）
非公表（個人情報（個別農場等で検出された分離菌株の性状）
を含むため）
【成果物の概要】
全国の農場において採取された健康家畜ふん便からの腸球菌の
分離、同定を実施。

157

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業
（「森林経営」対象森林の
第一約束期間中の増加率調
査（指導取りまとめ業
務））

一般社団法人　フォレス
ト・サーベイ

一般競争入札 33,075 平成25年7月29日

林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成26年度中公表予定
国際審査対応の検討については、今後の審査に予断を与えるこ
とのないよう一部非公表とする。

158

平成25年度農地土壌温室効
果ガス排出量算定基礎調査
事業（指導・とりまとめ業
務）

農地土壌温室効果ガス排出
量算定コンソーシアム
（独立行政法人　農業環境
技術研究所と独立行政法人
農業・食品産業技術総合研
究機構から構成）

随意契約
（競争性有）

18,369 平成25年7月31日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3502-5956）
学術論文等で発表される情報を含むため、これらの情報につい
て事業実施主体との調整が終わったものから随時公表。

159

平成25年度農地土壌温室効
果ガス排出量算定基礎調査
事業（農地管理技術実証）
（水田調査）

独立行政法人　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（代表
機関）

随意契約
（企画競争）

6,000 平成25年7月31日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3502-5956）
学術論文等で発表される情報を含むため、これらの情報につい
て事業実施主体との調整が終わったものから随時公表。

160

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（薬
剤耐性菌モニタリングにお
ける分離菌株（腸球菌）の
性状解析）

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 3,045 平成25年8月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料添加物係
（03-6744-1708）
非公表（個人情報（個別農場等で検出された分離菌株の性状）
を含むため）
【成果物の概要】
国内のと畜場等で分離した腸球菌の性状解析を実施。

161

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業「動
物用医薬品安全性確保強化
実態調査事業（動物用抗菌
性物質の肉用鶏孵卵場にお
ける耐性菌発現調査）」

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 4,830 平成25年8月1日

消費・安全局畜水産安全管理課
薬事安全企画班企画調整係
（03-3502-8097）
非公表（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
肉用鶏孵卵場における薬剤耐性菌の発生防止対策の効果を確認
するため、耐性菌発現状況をモニタリングする。

162

平成25年度農地土壌温室効
果ガス排出量算定基礎調査
事業（農地管理技術実証）
（畑地調査）

新潟県農業総合研究所（代
表機関）

随意契約
（企画競争）

18,000 平成25年8月1日

生産局農産部農業環境対策課土壌調査係
（03-3502-5956）
学術論文等で発表される情報を含むため、これらの情報につい
て事業実施主体との調整が終わったものから随時公表。

163
平成25年度種苗特性分類調
査（くろばなろうばい属）
委託事業

公益財団法人　高知県牧野
記念財団

一般競争入札 962 平成25年8月5日

食料産業局新事業創出課種苗審査室審査運営班審査運営係
（03-6738-6448）
成果物（審査基準案）は種苗審査室審査官による検証の後、農
業資材審議会での審議を経て審査基準として公表

164

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業「家
畜に対する抗菌性物質の使
用実態調査事業（薬剤耐性
菌モニタリング）」

一般社団法人　全国動物薬
品器材協会

随意契約
（競争性有）

985 平成25年8月7日

消費・安全局畜水産安全管理課
薬事安全企画班企画調整係
（03-3502-8097）
非公表（企業情報を含むため）
【成果物の概要】
動物用医薬品販売業者における動物用抗菌性物質製剤の流通実
態を確認するため、販売量を調査する。

165
「食と農林漁業の祭典」推
進委託費（日本食（和食）
の魅力発信イベント業務）

株式会社ジェイアール東日
本企画

一般競争入札 45,360 平成25年8月8日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

166
平成25年度愛玩動物用飼料
安全確保体制強化委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 8,673 平成25年8月9日

消費・安全局畜水産安全管理課愛玩動物用飼料対策班
（03-6744-1708）
調査終了後、現在のリスク管理措置等の検証を行い、必要な措
置を講じた後に公表（平成28年度目途）
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167

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（米の乾燥
調製施設等のかび実態調
査）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 12,926 平成25年8月13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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
米の乾燥調製施設等のかび検査結果等

168
平成25年度森林整備保全事
業の費用対効果分析手法検
討調査事業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 6,008 平成25年8月14日
林野庁森林整備部計画課施工企画調整室事業効果分析専門官
（03-3502-6882）
平成26年4月公表予定

169
平成25年度寄附等による山
林の所有権移転に関する実
態把握調査事業

公益財団法人　日本生態系
協会

一般競争入札 6,825 平成25年8月14日
林野庁森林整備部計画課企画班森林計画官
（03-3501-3842）
平成26年5月公表予定

170

平成25年度家畜伝染病早期
診断体制整備事業委託費
（口蹄疫診断用試薬の製
造・配布）

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構動物
衛生研究所

随意契約
（競争性無）

4,406 平成25年8月19日
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成26年8月公表予定

171

平成25年度食育活動の全国
展開委託事業（教育ファー
ム実践事例調査を通じた教
材作成等業務）

株式会社農文協プロダク
ション

一般競争入札 8,500 平成25年8月21日
消費・安全局消費者情報官教育ファーム推進
（03-3502-5723）
平成26年3月公表予定

172
平成25年度マツノザイセン
チュウ抵抗性品種開発技術
高度化事業

独立行政法人　森林総合研
究所

一般競争入札 29,380 平成25年8月21日
林野庁森林整備部研究指導課研究班
（03-6744-2312）
複数年の技術開発のため完了後公表

173

平成25年度家畜伝染病早期
診断体制整備事業委託費
（牛白血病診断用試薬の配
布）

独立行政法人　理化学研究
所

一般競争入札 14,700 平成25年8月22日
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成26年8月公表予定

174
平成25年度石灰窒素由来メ
ラミン分析委託事業

一般財団法人　材料科学技
術振興財団

一般競争入札 6,311 平成25年8月22日

消費・安全局農産安全管理課肥料検査指導班検査係
（03-3502-5968）
非公表（調査が途中段階であること、また、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）
【成果物の概要】
調査対象物に係る情報及びメラミンの分析結果等

175

平成25年度農林水産分野に
おける地球環境対策推進手
法開発事業のうち生物多様
性推進調査事業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

一般競争入札 14,280 平成25年8月26日
大臣官房環境政策課地球環境対策室自然再生推進調整係
（03-6744-2017）
平成26年4月公表予定

176

平成25年度海外農業・貿易
調査分析事業
（RCEP（東アジア地域包括
的経済連携）各国の調整）

ピー・アイ・エーリミテッ
ドライアビリティカンパ
ニー

一般競争入札 9,954 平成25年8月26日
大臣官房国際部国際経済課東南アジア担当（経済連携チーム）
（03-3501-3731）
平成26年度末公表予定

177

欧米における新たな育種技
術の開発・規制政策や開発
動向等に関する調査業務委
託事業

公益社団法人　農林水産・
食品産業技術振興協会

一般競争入札 6,625 平成25年8月26日
農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室安全評価専門官
（03-3502-7408）
平成26年度公表予定

178

平成25年度家畜伝染病早期
診断体制整備事業委託費
（鳥インフルエンザ遺伝子
診断用試薬の配布）

共立製薬株式会社 一般競争入札 1,890 平成25年8月28日
消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成26年8月公表予定

179

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（マ
ウス試験法と機器分析の比
較による相関データの収集
（麻痺性貝毒））委託事業

「有害化学物質リスク管理
基礎調査事業（麻痺性貝
毒）」共同研究機関　代表
機関　独立行政法人　水産
総合研究センター

一般競争入札 3,465 平成25年8月28日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産安全班
（03-6744-2105）
調査結果を踏まえて現在のリスク管理措置等の検証を行い、そ
の後公表

180

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（マ
ウス試験法と機器分析の比
較による相関データの収集
（下痢性貝毒））委託事業

「有害化学物質リスク管理
基礎調査事業（下痢性貝
毒）」共同研究機関　代表
機関　独立行政法人　水産
総合研究センター

一般競争入札 7,455 平成25年8月28日

消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産安全班
（03-6744-2105）
調査結果を踏まえて現在のリスク管理措置等の検証を行い、そ
の後公表
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181

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産大豆中カドミウム濃度実
態調査）委託事業

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 1,197 平成25年8月28日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班汚染防止係
（03-3592-0306）
非公表（法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
国産大豆中のカドミウム濃度の分析結果等

182

平成25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
事業メニュー「プロポクス
ル（豚）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 4,211 平成25年8月28日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
プロポクスルを有効成分とする噴霧剤の豚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。

183

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産野菜中カドミウム濃度実
態調査）委託事業

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 1,351 平成25年8月29日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班汚染防止係
（03-3592-0306）
非公表（本調査は主要品種間におけるカドミウム吸収能の差異
を評価するための基礎資料として活用することを目的としてい
るため）
【成果物の概要】
国産野菜中のカドミウム濃度の分析結果等

184
平成25年度海岸保全施設設
計等技術検討調査委託事業

平成25年度海岸保全施設設
計等技術検討調査委託事業
共同研究機関　代表機関
一般財団法人　漁港漁場漁
村総合研究所

一般競争入札 21,000 平成25年8月29日
水産庁漁港漁場整備部防災漁村課海岸班
（03-3502-5304）
平成26年7月末目処公表予定

185
平成25年度廃船ＦＲＰ漁船
の魚礁等への活用実証事業

一般財団法人　漁港漁場漁
村技術研究所

一般競争入札 42,893 平成25年8月30日
水産庁漁港漁場整備部計画課企画班
（03-3501-3082）
平成26年4月末目処公表予定

186
平成25年度漁港のエコ化推
進事業

①国際航業株式会社、②株
式会社データ設計

一般競争入札 35,700 平成25年8月30日
水産庁漁港漁場整備部計画課企画班
（03-3501-3082）
平成26年4月末目処公表予定

187

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（第
2回PBDE類及びPFC類のトー
タルダイエットスタディ）
委託事業

株式会社島津テクノリサー
チ

一般競争入札 13,955 平成25年9月2日

消費・安全局消費・安全政策課
リスク管理企画班
（03-3502-8731）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
各食品中のPBDE類及びPFC類の定量限界及び検出限界の算出結
果、食品中のPBDE類及びPFC類の含有実態の調査結果。

188

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（肉
用鶏農場等における薬剤耐
性菌モニタリング）

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 10,500 平成25年9月2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）
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】
肉用鶏の糞便等におけるカンピロバクター、サルモネラ属菌及
び大腸菌の存在状況を調査。

189

平成25年度農林水産分野に
おける地球環境対策推進手
法開発事業のうち地球温暖
化対策実践活用促進事業

公益財団法人　日本環境協
会

一般競争入札 8,400 平成25年9月3日
大臣官房環境政策課地球環境対策室地球温暖化対策係
（03-6744-2017）
平成26年4月公表予定

190
平成25年度「水資源循環の
見える化」調査・検討事業

みずほ情報総研株式会社 一般競争入札 9,906 平成25年9月5日
大臣官房環境政策課環境管理係
（03-3502-8056）
平成26年4月公表予定

191

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業）実施のため
の予備試験

一般社団法人　日本海事検
定協会

随意契約
（競争性有）

510 平成25年9月5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26年3月公表予定（事業で得られたデータをもとに更に検査
法を検討。関連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立
した際に、検査法のプロトコールとして公表）

192
平成25年度バイオマスエネ
ルギービレッジ構築可能性
調査事業

八千代エンジニヤリング株
式会社

一般競争入札 3,675 平成25年9月6日
食料産業局バイオマス循環資源課技術班バイオ燃料第１係
（03-6738-6479）
平成26年5月公表予定

193
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（生食用野
菜）委託事業

株式会社コンティグ・アイ 一般競争入札 6,494 平成25年9月9日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班衛生指導係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
生食用野菜の微生物検査結果等
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194
平成25年度治山技術高度化
調査委託事業

明治コンサルタント株式会
社

一般競争入札 7,350 平成25年9月9日
林野庁森林整備部治山課 水源地治山対策室 水源地企画班
（03-6744-2309）
平成26年度公表予定

195
平成25年度流域山地災害対
策調査（山地防災力調査）

株式会社森林テクニクス 一般競争入札 78,750 平成25年9月10日
林野庁森林整備部治山課 山地災害対策室 災害調整班
（03-3501-4756）
平成26年度公表予定

196

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（土
壌中ヒ素濃度含有実態予備
調査の玄米分析）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 12,962 平成25年9月12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）
　本予備調査は来年度以降の本調査の結果と統合して解析を
行った後に公表予定。
【成果物の概要】
玄米中のヒ素濃度の分析結果等

197
平成25年度山地保全調査
（大規模な崩壊に対する治
山対策検討調査）

アジア航測株式会社 一般競争入札 19,950 平成25年9月12日
林野庁森林整備部治山課 水源地治山対策室 水源地企画班
（03-6744-2309）
平成26年度公表予定

198

平成25年度日本型フォレス
ター育成・認定事業のうち
フォレスター育成等におけ
る教育機関等との連携方策
等に関する調査事業

株式会社自然産業研究所 一般競争入札 19,005 平成25年9月12日
林野庁森林整備部研究指導課 普及教育班
（03-3502-5721）
平成26年度中公表予定

199

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（二枚貝中
のウイルス遺伝子）委託事
業

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 20,475 平成25年9月13日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（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、海水の環境因子（塩濃度、pH、水温等）
を記録するとともに、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.

200
平成25年度国際標準化推進
事業

株式会社アール・ピー・ア
イ

一般競争入札 19,864 平成25年9月17日
食料産業局企画課食品企業行動室食品信頼対策班
（03-6744-2397）
平成26年5月公表予定

201

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（土
壌中ヒ素濃度含有実態予備
調査の土壌分析）委託事業

平成理研株式会社 一般競争入札 14,333 平成25年9月18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）
　本予備調査は来年度以降の本調査の結果と統合して解析を
行った後に公表予定。
【成果物の概要】
土壌中のヒ素濃度の分析結果等

202
平成25年度「災害に強い森
林づくり」のための森林施
業方法に関する調査

国土防災技術株式会社 一般競争入札 33,600 平成25年9月18日
林野庁森林整備部整備課調査係
（03-3502-8065）
調査終了時の平成26年目途公表予定

203

輸出拡大推進委託事業のう
ち輸入規制対策等委託事業
（原発事故に伴う輸入規制
措置における諸外国のサン
プリング検査等の実態調
査）

ピー・アイ・エーリミテッ
ドライアビリティカンパ
ニー

一般競争入札 19,992 平成25年9月20日

食料産業局産業連携課輸出促進グループ海外戦略販売第１係
（03-3501-4079）
成果物は調査対象事業者の個人情報を含むことから非公表。
【成果物概要】
輸出戦略上の重点国・地域の輸入事業者及び公的機関へのヒア
リングから得られた放射性物質のサンプリング検査及び動植物
検疫の実態調査及びその分析結果。

204
平成25年度森林保全セーフ
ガード確立事業

独立行政法人　森林総合研
究所

一般競争入札 48,400 平成25年9月20日
林野庁森林整備部計画課海外技術班
（03-3591-8449）
平成26年度中公表予定

205

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（加
工食品中の3-MCPD脂肪酸エ
ステル及びグリシドール脂
肪酸エステル含有実態調
査）委託事業

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 23,100 平成25年9月25日

消費・安全局消費・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、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
加工食品中の3-MCPD脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エ
ステルを分析した実態調査結果。
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206

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（畜
産物等における飼料添加物
の残留実態調査）のうち
「畜産物等中に残留する飼
料添加物等の分析」

公益財団法人　日本食品油
脂検査協会

一般競争入札 5,355 平成25年9月25日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料衛生係
（03-6744-1708）
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】
飼養試験で採材された畜産物等中に残留する飼料添加物等の分
析法確立及び移行調査結果。

207

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（畜
産物等における飼料添加物
の残留実態調査）のうち
「畜産物における残留試
験」

株式会社NAS研究所 一般競争入札 17,535 平成25年9月25日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料衛生係
（03-6744-1708）
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】
飼料に添加したエトキシキンが家畜を通じて畜産物に移行する
量を把握するための飼養試験を実施し、畜産物を採材する。

208
平成25年度東アジア包括的
育成者権侵害対策強化委託
事業

公益社団法人　農林水産・
食品産業技術振興協会

一般競争入札 6,890 平成25年9月27日
食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
平成26年5月公表予定

209
日本食・食文化の世界的普
及プロジェクト事業

株式会社電通 一般競争入札 6,174 平成25年9月30日
水産庁漁政部企画課企画班企画係
（03-6744-2343）
平成26年3月末目処公表予定

210
平成25年度森林・山村多面
的機能発揮対策評価検証事
業

学校法人　東京農業大学 一般競争入札 8,526 平成25年10月1日
林野庁森林整備部森林利用課山村振興指導班
（03-3502-0048）
平成26年度公表予定

211
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（野菜加工
施設）委託事業

株式会社コンティグ・アイ 一般競争入札 2,788 平成25年10月4日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班衛生指導係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
野菜加工施設の微生物検査結果等

212

平成25年度水産物流通情報
発信・分析事業のうち世界
の自由貿易体制が我が国の
水産業に及ぼす影響の把
握・分析一式

株式会社自然産業研究所 一般競争入札 6,090 平成25年10月4日
水産庁漁政部加工流通課貿易第1班
（03-3502-1961）
平成26年5月末目処公表予定

213

平成25年度食品産業リサイ
クル状況等調査委託事業
（リサイクル進捗状況に関
する調査）

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 28,329 平成25年10月7日

食料産業局バイオマス循環資源課食品リサイクル班食品リサイ
クル指導第２係
（03-6744-2066）
公表済

214

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（第
一約束期間における審査対
応等及び自然攪乱に関する
検討等（森林吸収量算定に
係る動向調査・分析等）

公益財団法人　国際緑化推
進センター

一般競争入札 9,999 平成25年10月7日

林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
非公表（国際審査に対応した森林吸収量算定方針の検討に係る
ため、今後の審査に予断を与えることのないようにするため）
【成果物の概要】
第一約束期間における森林吸収量の確定および今後の算定・報
告体制の構築のための調査・分析を行う。

215

欧米の農業・食品業界及び
流通業界におけるウォー
ターフットプリントの国際
規格の活用戦略の調査分析

一般社団法人　産業環境管
理協会

一般競争入札 4,725 平成25年10月9日
大臣官房環境政策課環境管理係
（03-3502-8056）
平成26年4月公表予定

216

平成25年度食品産業グロー
バル革新支援事業のうち食
品の品質管理体制強化対策
委託事業

一般財団法人　食品産業セ
ンター

一般競争入札 7,178 平成25年10月11日

食料産業局企画課食品企業行動室品質管理普及班
（03-3502-5743）
公表済
【HACCP支援法に基づく「高度化計画」及び「高度化基盤整備計画」作
成の手引き】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki
.html

217

平成25年度「食と農林漁業
の祭典」推進委託事業（日
本酒等の魅力発信イベント
に関する業務）

株式会社ジェイアール東日
本企画

一般競争入札 8,190 平成25年10月16日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_h25/shokusan_ippan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_h25/shokusan_ippan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_h25/shokusan_ippan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_h25/shokusan_ippan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_housin/other/tebiki.html
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218

平成25年度日本の食を広げ
るプロジェクト委託事業
（訪日外国人旅行者に対す
る地域の食を活用したグ
リーン・ツーリズム推進事
業）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社

 一般競争入札 41,895 平成25年10月16日
農村振興局都市農村交流課地域係
（03-3502-0030）
調査終了時の平成26年9月公表予定

219
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（食肉処理
施設）委託事業

株式会社コンティグ・アイ 一般競争入札 5,870 平成25年10月21日

消費・安全局消費・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】
食肉処理場において肉用牛の直腸内容物、十二指腸内容物及び
体表スワブを採取し、腸管出血性大腸菌O157の検査を実施。

220
木材流通統計調査のうち木
材価格統計調査業務

一般財団法人　農林統計協
会

一般競争入札 18,900 平成25年10月22日

大臣官房統計部生産流通消費統計課畜産・木材統計班木材統計
第2係
（03-3502-5665）
平成29年1月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

221 生鮮野菜価格動向調査業務
株式会社アダムスコミュニ
ケーションズ

一般競争入札 15,985 平成25年10月23日

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室価格・消費動向
班消費動向第2係
（03-6744-2049）
平成29年2月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

222 牛乳乳製品統計調査業務
株式会社日本リサーチセン
ター

一般競争入札 28,979 平成25年10月23日

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室食品産業動向班
加工食品統計係
（03-3591-0783）
平成29年1月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

223

平成25年度日本の食を広げ
るプロジェクト委託事業
（「食」と「農林漁業」に
関する情報発信アプリケー
ション開発等業務）

株式会社電通
随意契約

（企画競争）
24,965 平成25年10月23日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

224
平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（第2回豚
農場）委託事業

一般財団法人　生物科学安
全研究所

一般競争入札 6,300 平成25年10月23日

消費・安全局消費・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】
豚農場において直腸内容物と鼻粘膜スワブを採取し、サルモネ
ラ、E型肝炎ウイルス及びメチシリン耐性ブドウ球菌の検査を実
施。

225
食産業におけるフードシス
テム全体のグローバル展開
モデル策定事業

株式会社野村総合研究所 一般競争入札 19,975 平成25年10月25日
食料産業局企画課企画第１班
（03-6744-2065）
平成26年5月公表予定

226

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業「飼
料中のアフラトキシンB1の
乳牛への移行調査委託事
業」

①株式会社ＮＡＳ研究所
②一般財団法人　日本冷凍
食品検査協会

一般競争入札 26,250 平成25年10月25日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料衛生係
（03-6744-1708）
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】
アフラトキシンＢ1を含む飼料を摂取した乳牛における、畜産物
（乳、筋肉等）へのアフラトキシンＢ1、Ｂ2、Ｇ1、Ｇ2及びＭ1
の移行量を把握する。

227

農産物輸出促進のための新
たな防除体系の確立に必要
な輸出相手国の残留農薬基
準値の調査事業

独立行政法人　農業・食品
産業技術総合研究機構

一般競争入札 4,100 平成25年10月28日
消費・安全局植物防疫課防除班
（03-3502-3382）
平成26年4月公表予定

228

平成25年度「食と農林漁業
の祭典」推進委託事業
（「食のモデル地域」認定
式及びシンポジウムの開催
等に関する業務）

株式会社ジェイアール東日
本企画

一般競争入札 4,473 平成25年10月30日

食料産業局食品小売サービス課外食産業室業務指導班
（03-6744-0481）
平成26年6月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

229

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（加
熱調理等食品中の多環芳香
族炭化水素類（PAHs）の含
有実態調査）委託事業のう
ち「鳥肉製品調査」

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 5,502 平成25年10月31日

消費・安全局消費・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、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
市販されている加熱調理された鳥肉製品中の多環芳香族炭化水
素類（PAHs）を分析した実態調査結果。
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230
ハラール牛肉の供給体制の
構築に向けた調査委託事業

株式会社社構研 一般競争入札 1,215
（平成25年10月31日）

平成26年3月12日
生産局畜産部食肉鶏卵課食肉流通班
（03-6744-2130）
平成26年5月頃公表予定

231

平成25年度農業分野への
ICTの導入を促進するため
の国際標準化に関する調査
事業

株式会社野村総合研究所 一般競争入札 6,300 平成25年11月7日
食料産業局新事業創出課プロジェクト推進班
（03-6738-6317）
平成26年5月公表予定

232

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（遺
伝子組換え作物栽培国の安
全性審査制度調査）

株式会社三菱化学テクノリ
サーチ

一般競争入札 8,904 平成25年11月18日

消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班組換え体飼料係
（03-6744-1708）
非公表（個人情報（調査対象国関係者の情報）を含むため）
【成果物の概要】
遺伝子組換え作物栽培国の安全性審査制度に係る国内調査及び
調査対象国関係者への聴取り調査

233
平成25年度緑と水の環境技
術革命総合戦略策定事業

一般財団法人　地域開発研
究所

一般競争入札 14,490 平成25年11月20日
食料産業局新事業創出課プロジェクト推進班
（03-6738-6317）
平成26年5月公表予定

234

平成25年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
事業（アセアン地域におけ
る日本食・食文化普及のた
めの人材育成促進事業）

ＴＳＰ太陽株式会社 一般競争入札 18,774 平成25年11月21日
食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
平成26年5月公表予定

235
平成25年度教育ファーム推
進のためのデータベース整
備事業

株式会社農文協プロダク
ション

一般競争入札 4,463 平成25年11月22日

消費・安全局消費者情報官
教育ファーム推進班
（03-3502-8503）
平成26年4月公表予定

236
高齢者向け食品・食事提供
サービス等実態調査事業

三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング株式会社

一般競争入札 8,663 平成25年11月25日
食料産業局食品小売サービス課企画調査班
（03-3502-5741）
平成26年5月公表予定

237
平成25年度山地保全調査
（新たな治山・地すべり対
策計画手法検討調査）

国土防災技術株式会社 一般競争入札 10,500 平成25年11月25日
林野庁森林整備部治山課施設実行班
（03-3502-8208）
平成26年度中公表予定

238
平成25年度保護林等の設定
状況等分析調査事業

一般社団法人　日本森林技
術協会

一般競争入札 7,350 平成25年11月26日

林野庁国有林野部経営企画課 森林環境保護班環境保護調整係
（03-6744-2322）
平成26年度中公表予定
（ただし、希少種情報を含まれる場合は一部非公開もあり得
る。）

239

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（加
熱調理等食品中の多環芳香
族炭化水素類（PAHs）の含
有実態調査）委託事業のう
ち「その他の製品調査」

公益財団法人　日本食品油
脂検査協会

一般競争入札 5,093 平成25年11月27日

消費・安全局消費・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、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
市販されている加熱調理された畜肉製品及び魚介製品中の多環
芳香族炭化水素類（PAHs）を分析した実態調査結果。

240

平成25年度微生物リスク管
理基礎調査事業（腸管出血
性大腸菌O157菌株の性状解
析）委託事業

株式会社町田予防衛生研究
所

一般競争入札 2,709 平成25年11月27日

消費・安全局消費・安全政策課
危害要因情報班微生物対策係
（03-6744-0490）
非公表（個人情報（個別農場等で検出された分離菌株の性状）
を含むため）
【成果物の概要】腸管出血性大腸菌O157菌株の性状解析及び遺
伝子解析の実施。

241
資材コスト低減に関する調
査検討委託事業

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 26,878 平成25年12月2日
生産局農産部技術普及課効率利用推進係
（03-6744-2435）
平成26年7月頃公表予定

242
平成25年度食育実践活動推
進委託事業（食生活及び農
林漁業体験に関する調査）

株式会社綜合マーケティン
グ・ビューロー

一般競争入札 2,914 平成25年12月3日

消費・安全局消費者情報官
食育推進班
（03-3502-8503）
平成26年4月公表予定
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243

平成25年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（伐
採木材製品（HWP）に係る
炭素蓄積変化量算定のため
のデータ取得等）

株式会社価値総合研究所
随意契約

（競争性無）
27,300 平成25年12月4日

林野庁林政部木材産業課住宅資材班
（03-6744-2295）
非公表（国際審査に対応した改善方針の検討に係るため、今後
の審査に予断を与えることのないようにするため）
【成果物の概要】
森林吸収量算定に必要な伐採木材製品（HWP）に係る炭素蓄積変
化量を得るためのデータ取得、算定基準の検討等を行う。

244
平成25年度海岸防災林グラ
ンドデザイン調査

国土防災技術株式会社 一般競争入札 9,975 平成25年12月10日
林野庁森林整備部治山課施設実行班
（03-3502-8208）
平成26年度中公表予定

245

平成25年度輸出拡大推進委
託事業のうち国別マーケ
ティング調査（日本酒の輸
出に関する国全体の効果的
なマーケティングに関する
調査）

みずほ情報総研株式会社 一般競争入札 16,525 平成25年12月11日
食料産業局輸出促進グループ海外展開企画班
（03-3502-3408）
平成26年7月公表予定

246

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（試験とりま
とめ））

株式会社ファスマック 一般競争入札 2,310 平成25年12月11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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

247

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（試験参画
①））

一般社団法人　日本海事検
定協会

一般競争入札 235 平成25年12月18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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

248

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（試験参画
②））

一般財団法人　日本食品分
析センター

一般競争入札 231 平成25年12月18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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

249

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（試験参画
③））

ビジョンバイオ株式会社 一般競争入札 504 平成25年12月18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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

250

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（試験参画
④））

一般財団法人　食品環境検
査協会

一般競争入札 971 平成25年12月20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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

251
和食に関連した日本文化
（茶、畳、絹製品）PR手法
等調査事業

株式会社社構研 一般競争入札 2,055 平成25年12月20日
生産局農産部地域作物課地域作物第2班地域特産係
（03-6744-2117）
公表済

252

平成25年度輸出拡大推進委
託事業のうち国別マーケ
ティング事業（ハラール食
品輸出モデルの策定事業）

デロイトトーマツコンサル
ティング株式会社

一般競争入札 5,250 平成25年12月24日
食料産業局輸出促進グループ海外展開企画班
（03-3502-3408）
平成26年7月公表予定

253

平成25年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「ナナフロシンの細
菌を用いる復帰突然変異試
験」

株式会社ボゾリサーチセン
ター

随意契約
（競争性有）

809 平成25年12月24日

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（個人情報を含むため）
【成果物の概要】
ナナフロシンの細菌を用いる復帰突然変異試験を実施し、陽性
又は陰性を判定する。

254

平成25年度日本の食を広げ
るプロジェクト委託事業
（地域に埋もれた伝統野
菜・食品の普及等推進）

株式会社ぐるなび 一般競争入札 25,167 平成25年12月25日
食料産業局新事業創出課地理的表示品質管理班
（03-6738-6442）
平成26年5月公表予定

255

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
品中のアクリルアミド前駆
体の含有実態予備調査）委
託事業のうち「①小麦粉類
調査（その1）」

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 7,560 平成25年12月27日

消費・安全局消費・安全政策課
リスク管理企画班
（03-3502-8731）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
市販穀粉中のアクリルアミド前駆体濃度の調査結果。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/index.html
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256

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
品中のアクリルアミド前駆
体の含有実態予備調査）委
託事業のうち「②小麦粉類
調査（その2）」

公益社団法人　日本食品衛
生協会

一般競争入札 4,878 平成25年12月27日

消費・安全局消費・安全政策課
リスク管理企画班
（03-3502-8731）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
市販穀粉中のアクリルアミド前駆体濃度の調査結果。

257

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
品中のアクリルアミド前駆
体の含有実態予備調査）委
託事業のうち「③米加工品
等調査」

一般財団法人　東京顕微鏡
院

一般競争入札 3,255 平成25年12月27日

消費・安全局消費・安全政策課
リスク管理企画班
（03-3502-8731）
非公表（成果物は調査対象物に係る情報及び分析結果等であ
り、法人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
市販穀粉中のアクリルアミド前駆体濃度の調査結果。

258

平成25年度生産資材安全確
保調査・試験委託事業（薬
剤耐性菌モニタリングにお
ける分離菌株の性状解析
②）

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 2,846 平成26年1月7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）
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】
H25年度にと畜場で採材した家畜の糞便から分離したカンピロバ
クター及び大腸菌の薬剤耐性菌の発生状況を調査。

259

平成25年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（コ
メ中の無機ヒ素定量分析法
の比較予備試験）委託事業

一般財団法人日本食品分析
センター

一般競争入札 1,380 平成26年1月9日

消費・安全局消費・安全政策課リスク管理企画班
（03-3502-8731）
非公表（成果物は室間共同試験データの一部であり、個別法人
に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
定量分析法を比較するためのコメ中の無機ヒ素濃度の分析結
果。

260

平成25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
の未承認遺伝子組換え体検
査法確立事業（アブラナ科
検証試験参画））

一般財団法人日本冷凍食品
検査協会

随意契約
（競争性有）

496 平成26年1月20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26年3月以降公表予定（事業で得られたデータを精査し、関
連する他の事業の成果も活用して、検査法を確立した際に、検
査法のプロトコールとして公表）

261
平成25年度日本食・食産業
の海外市場の新規開拓支援
検討調査事業

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 16,800 平成26年2月6日
大臣官房国際部国際協力課企画担当
（03-3502-8058）
平成26年5月公表予定

262
平成25年度木造公共施設の
整備における評価手法の改
善に関する調査事業

三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

随意契約
（企画競争）

5,998 平成26年2月6日
林野庁林政部木材利用課
（03-6744-2626）
平成26年度中公表予定

263
平成25年度未承認遺伝子組
換えパパイヤ生育実態調査
事業

株式会社南西環境研究所 一般競争入札 1,260 平成26年2月25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26年度中公表予定（事業で得られたデータを精査し、関連
情報も活用した報告書を取りまとめ、公表）

264

平成25年度輸出促進緊急対
策事業のうち「日本食・食
文化魅力発信プロジェク
ト」（首脳外交等と連携し
た官民合同等による市場の
新規開拓事業（食卓調
査））

株式会社読売エージェン
シー

一般競争入札 6,510 平成26年2月26日
食料産業局食品小売サービス課外食産業室
（03-6744-0481）
平成26年7月公表予定

265

平成25年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制対策
調査等委託事業（食品中の
放射性物質モニタリング
データ分析）

株式会社ライトストーン 一般競争入札 3,570 平成26年3月3日
食料産業局産業連携課輸出促進グループ
（03-3501-4079）
平成26年5月公表予定

266
平成25年度輸出促進緊急対
策事業のうち輸出戦略実行
事業

株式会社野村総合研究所
随意契約

（企画競争）
9,778 平成26年3月14日

食料産業局輸出促進グループ海外展開企画班
（03-3502-3408）
平成26年5月公表予定

267

CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうちCLT実用化
促進（接合部データ等の収
集・分析）

山佐木材株式会社
随意契約

（企画競争）
39,848

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

268

CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうちCLT実用化
促進（接合部データ等の収
集・分析）

日本CLT協会
随意契約

（企画競争）
43,824

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定
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269
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐久性等品
質向上

公益社団法人　日本木材保
存協会

随意契約
（企画競争）

25,920
（平成26年3月27日）

平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

270
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐火部材開
発

日本集成材工業協同組合
随意契約

（企画競争）
24,347

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

271
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐火部材開
発

一般社団法人　全国LVL協
会

随意契約
（企画競争）

35,810
（平成26年3月27日）

平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

272
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐火部材開
発

住友林業株式会社
随意契約

（企画競争）
23,216

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

273
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐火部材開
発

木構造振興株式会社
随意契約

（企画競争）
37,180

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

274
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐久性等品
質向上

日本合板工業組合連合会
随意契約

（企画競争）
29,843

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

275
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐久性等品
質向上

CLT建築推進協議会
随意契約

（企画競争）
29,519

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

276
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐久性等品
質向上

日本木材防腐工業組合
随意契約

（企画競争）
21,945

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

277

CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうちCLT実用化
促進（接合部データ等の収
集・分析）

木構造振興株式会社
随意契約

（企画競争）
19,473

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

278

CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうちCLT実用化
促進（強度データ等の収
集・分析）

独立行政法人　森林総合研
究所

随意契約
（企画競争）

44,999
（平成26年3月27日）

平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

279

CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうちCLT実用化
促進（接合部データ等の収
集・分析）

株式会社ドット・コーポ
レーション

随意契約
（企画競争）

42,700
（平成26年3月27日）

平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

280
CLT等新製品・新技術利用
促進事業のうち耐火部材開
発

株式会社竹中工務店
随意契約

（企画競争）
41,520

（平成26年3月27日）
平成26年3月31日

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度中公表予定

（※）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。
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