
【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

確定額
（※１）

契約締結日
（※２）

成　果　物　閲　覧　先

1

平成31年度気候変動に
対応する農業技術シン
ポジウム及び関連イベ
ント委託事業

株式会社ＪＴＢ新宿第二事業部
法人番号

8010701012863
一般競争入札
（総合評価）

15,768 平成31年4月5日

大臣官房政策課気候変動国際交渉班
（03-6744-2473）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku
/kikouhendou/symposium/main.html

2

平成31年度気候変動等
に対応した海外遺伝資
源の取得に係る枠組み
構築委託事業

アイ・シー・ネット株式会社
法人番号

6030001000271
一般競争入札
（総合評価）

28,368
(令和元年6月4日)
令和元年10月1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
/GR/s_win_abs.html

3

令和元年度農山漁村地
域における起業促進プ
ラットフォーム実証調
査委託事業

株式会社ウェイビー
法人番号

5020001087154
一般競争入札
（総合評価）

9,900 令和元年8月8日
大臣官房政策課企画G
（03-3502-6565）
令和２年６月以降公表予定

4

令和元年度農林漁業・
農山漁村における次世
代コミュニケーション
ツールに関する調査委
託事業

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
法人番号

7011101033773
一般競争入札
（総合評価）

9,493 令和元年9月30日
大臣官房政策課総括Ｇ
（03-3502-8448）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html

5
令和元年度J-Methods
Farming実証分析調査
委託事業（インド）

国際航業株式会社東京支店
法人番号

-
一般競争入札
（総合評価）

8,195
(令和元年10月9日)
令和2年2月3日

大臣官房政策課政策Open Lab J-Methods Farming
推進ユニット（広報評価課内）
（03-3501-3883）
令和２年６月以降公表予定

6

令和元年度衛星画像解
析による現地確認作業
の効率化手法の開発・
調査委託事業

一般財団法人リモート・センシング技
術センター

法人番号
8010405009768

一般競争入札
（総合評価）

13,200 令和元年10月18日
大臣官房政策課需給動向予測・情報分析班
（03-6744-2368）
令和２年６月以降公表予定

7
令和元年度農林水産分
野における地域気候変
動適応推進委託事業

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

17,138 令和元年10月24日
大臣官房政策課環境政策室地球温暖化対策班
（03-6744-2016）
令和２年６月以降公表予定

8

令和元年度新たな時代
にふさわしい「食と健
康」のあり方の検討に
係る調査委託事業

株式会社パソナ農援隊
法人番号

7010001143807
一般競争入札
（総合評価）

8,249 令和2年1月31日
大臣官房政策課企画・技術Ｇ
（03-3502-6565）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

9

令和元年度農林水産
業・食品産業における
新たな労働安全対策の
実現に向けた調査委託
事業

朝日インタラクティブ株式会社 法人番号
7010001127322

一般競争入札
（総合評価）

9,948
(令和2年1月31日)
令和2年3月6日

大臣官房政策課イノベーション創出G
（03-3502-6565）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.
html

10

令和元年度新たな食
料・農業・農村基本計
画の普及推進に向けた
調査委託事業

株式会社NOPPO
法人番号

9010001101944
一般競争入札
（総合評価）

5,006 令和2年1月31日
大臣官房政策課計画Ｇ
（03-3502-5515）
令和２年６月以降公表予定

令和元年度　委託調査費の契約状況（年間）
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11

令和元年度災害時にお
ける農業者への効果的
な情報伝達手法に関す
る調査委託事業

株式会社サーベイリサーチセンター
法人番号

6011501006529
一般競争入札 4,840 令和元年7月10日

大臣官房広報評価課広報企画班
（03-3502-5594）
令和２年６月以降公表予定

12

平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（ブラジル・
アルゼンチン・エクア
ドル）

中央開発株式会社
法人番号

5011101012993
一般競争入札
（総合評価）

7,115
(平成31年4月24日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部新興地域グループ中南米班
（03-3502-5930）
令和２年８月以降公表予定

13
平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（豪州）

株式会社野村総合研究所
法人番号

4010001054032
一般競争入札
（総合評価）

23,100
(平成31年4月24日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部国際地域課大洋州・中東班
（03-3502-5914）
令和２年８月以降公表予定

14

平成31年度中南米日系
農業者等との連携交
流・ビジネス創出委託
事業

中央開発株式会社
法人番号

5011101012993
随意契約（企
画競争）

60,644 平成31年4月25日
大臣官房国際部新興地域グループ中南米班
（03-3502-5930）
令和２年８月以降公表予定

15
平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（ロシア）

一般社団法人北海道総合研究調査会
法人番号

5430005010797
一般競争入札
（総合評価）

27,990
(平成31年4月25日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部国際地域課ロシア・NIS班
（03-3502-5926）
令和２年８月以降公表予定

16

平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（北米の農業
政策・制度の動向分
析）

株式会社富士通総研
法人番号

8010401050783
一般競争入札
（総合評価）

13,200
(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部国際地域課企画班
（03-3502-5914）
令和２年８月以降公表予定

17

平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（欧州の農業
政策・制度の動向分
析）

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

12,555
(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部国際地域課企画班
（03-3502-5914）
令和２年８月以降公表予定

18

平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（グローバ
ル・フードバリュー
チェーン推進官民協議
会等）

株式会社ＪＴＢ新宿第二事業部
法人番号

8010701012863
一般競争入札
（総合評価）

18,701
(令和元年5月17日)
令和元年11月15日

大臣官房国際部国際地域課大洋州・中東班
（03-3502-8058）
令和２年８月以降公表予定

19

平成31年度アジア・ア
フリカ地域における
フードバリューチェー
ン構築のための人材育
成委託事業

アイ・シー・ネット株式会社
法人番号

6030001000271
一般競争入札
（総合評価）

19,348
(令和元年5月21日)
令和元年10月1日

大臣官房国際部新興地域グループアフリカ班
（03-3501-7402）
令和２年８月以降公表予定

20

令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（インドその
２）

株式会社エイチ・アイ・エス
法人番号

6011101002696
一般競争入札
（総合評価）

4,599 令和元年7月3日
大臣官房国際部新興地域グループ南アジア班
（03-3502-8089）
令和２年８月以降公表予定
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21
平成31年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（インド）

株式会社野村総合研究所
法人番号

4010001054032
一般競争入札
（総合評価）

13,200 令和元年7月4日
大臣官房国際部国際地域課大洋州・中東班
（03-3502-5914）
令和２年８月以降公表予定

22

令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（東南アジア
諸国との政策対話等）

株式会社ＪＴＢ
法人番号

8010701012863
一般競争入札
（総合評価）

17,490 令和元年7月11日
大臣官房国際部新興地域グループ東南アジア班
（03-3502-8087）
令和２年８月以降公表予定

23
令和元年度インフラ輸
出技術利活用検討調査
委託事業

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ経営研
究所

法人番号
1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

13,200 令和元年8月5日
大臣官房国際部新興地域グループ調整班
（03-3592-0313）
令和２年８月以降公表予定

24
令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（ネパール）

アイ・シー・ネット株式会社
法人番号

6030001000271
一般競争入札
（総合評価）

11,231
(令和元年8月29日)
令和元年11月6日

大臣官房国際部新興地域グループ南アジア班
（03-3502-8089）
令和２年８月以降公表予定

25

令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（サウジアラ
ビア）

株式会社みずほ銀行
法人番号

6010001008845
一般競争入札
（総合評価）

8,456 令和元年9月25日
大臣官房国際部国際地域課大洋州・中東班
（03-3502-5914）
令和２年８月以降公表予定

26

令和元年度アフリカ地
域におけるアグリビジ
ネス展開可能性調査委
託事業

アイ・シー・ネット株式会社
法人番号

6030001000271
一般競争入札
（総合評価）

15,584 令和元年10月25日
大臣官房国際部新興地域グループアフリカ班
（03-3501-7402）
令和２年８月以降公表予定

27

令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（インドその
３）

株式会社エイチ・アイ・エス
法人番号

6011101002696
一般競争入札
（総合評価）

12,000 令和元年11月25日
大臣官房国際部新興地域グループ南アジア班
（03-3502-8089）
令和２年８月以降公表予定

28

令和元年度海外農業・
貿易投資環境調査分析
委託事業（スマート農
業技術の海外展開）

株式会社三祐コンサルタンツ
法人番号

6180001036144
一般競争入札
（総合評価）

2,446 令和元年12月16日
大臣官房国際部新興地域グループ南アジア班
（03-3502-8089）
令和２年８月以降公表予定

29

令和元年度筆ポリゴン
データの付加価値向上
のための実証調査委託
事業

一般財団法人農林統計協会
法人番号

1013205000028
一般競争入札
（総合評価）

5,247 令和元年8月16日

大臣官房統計部生産流通消費統計課面積統計班土
地情報普及係
（03-6744-2045）
https://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/

30
令和元年度AI-OCRを活
用した輸出貿易統計分
析委託事業

PwCコンサルティング合同会社
法人番号

1010401023102
随意契約（企
画競争）

7,975 令和元年12月26日
大臣官房統計部生産流通消費統計課解析班
（03-3502-5670）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定
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31
平成31年度産地表示適
正化対策委託事業

一般財団法人日本穀物検定協会
法人番号

3010005018629
一般競争入札 19,148

(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

消費・安全局消費者行政・食育課調整指導班指導
係
（03-6744-2100）
非公表（公表により当該業務に支障をきたすた
め。）
【成果物の概要】食品表示法違反の可能性のある
食品をスクリーニングするための原産地判別結果
等。

32

平成31年度牛肉トレー
サビリティ業務委託事
業（DNA鑑定及びDNA鑑
定照合用サンプル保
管）

一般社団法人家畜改良事業団
法人番号

1010605002166
一般競争入札 32,882

(平成31年4月1日)
令和元年10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
支障を来すため。）
【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、照合用サンプルとの同一性の分析結果（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）。

33

平成31年度食育活動の
全国展開委託事業（第
14回食育推進全国大会
の運営）

株式会社アドブレーン社
法人番号

7090001000091
一般競争入札 13,478 平成31年4月1日

消費・安全局消費者行政・食育課食育総括担当班
（03-6744-1971）
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikai/14th
.html

34

平成31年度輸出先国の
規制に対応するための
サポート体制整備委託
事業

一般社団法人全国植物検疫協会
法人番号

5010005018718
一般競争入札
（総合評価）

52,058 平成31年4月1日

消費・安全局植物防疫課輸出検疫班
（03-6744-7168）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/kene
ki/171004.html

35

平成31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）

公益社団法人日本食肉格付協会
法人番号

8010005016652
随意契約（公

募）
199,104

(平成31年4月1日)
令和元年10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
支障を来すため。）
【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採取した
肉片の分析結果。

36

平成31年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（「つわぶ
き」の採取、調製、送
付等）

一般財団法人日本食品分析センター
法人番号

3011005000295
一般競争入札 3,100 平成31年4月2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】調査試料（つわぶき）の生産者
情報、試料調製記録等の情報。

37

平成31年度2020年東京
オリンピック・パラリ
ンピック競技大会馬術
競技場における衛生管
理委託事業

国際衛生株式会社
法人番号

8010001119657
一般競争入札 4,304

(平成31年4月11日)
令和元年10月1日

消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室検疫業務
班
（03-3502-8925）
令和２年６月以降公表予定

38
平成31年度食品表示・
トレーサビリティ推進
委託事業

MS&ADインターリスク総研株式会社
法人番号

6010001047513
一般競争入札
（総合評価）

17,266
(平成31年4月12日)
令和元年10月1日

消費・安全局消費者行政・食育課トレーサビリ
ティ企画調整班トレーサビリティ企画係、表示制
度調整班表示制度企画係
（03-3502-5716、03-6744-2099）
食品トレーサビリティ普及の取組
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trac
e/index.html
全国20会場においてセミナーを開催
①「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用
マニュアル-」
②新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マ
ニュアル-別冊「実践 チェックリストと表示例」
③「原料原産地表示制度 関係規程集」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen
_hyoji.html

39
平成31年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（スプラウト）

株式会社食環境衛生研究所
法人番号

6070001004467
一般競争入札 8,624

(平成31年4月12日)
令和元年10月1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（調査協力者の氏名、所在地等の個人情報
を特定できる情報を含むため。）
【成果物の概要】スプラウト製品等に含まれる衛
生指標菌（大腸菌）及び有害微生物（腸管出血性
大腸菌、サルモネラ、リステリア）の分析結果。
また、各生産施設内における栽培・衛生管理に関
するアンケート調査の結果。

40

平成31年度食育活動の
全国展開委託事業（食
育活動表彰者の選考及
び表彰式等の運営補
助）

CUE株式会社
法人番号

2020001077521

随意契約（不
落・不調随意

契約）
3,991

(平成31年4月12日)
令和元年10月1日

消費・安全局消費者行政・食育課食育総括担当班
（03-6744-1971）
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/ind
ex.html



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）
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41

平成31年度我が国の輸
出に有利な国際的検疫
処理基準の確立、実証
委託事業

国際的検疫処理基準確立・実証コン
ソーシアム
業務執行組合員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
-

一般競争入札
（総合評価）

79,729
(平成31年4月18日)
令和元年10月1日

消費・安全局植物防疫課国際室二国間協議担当
（03-3502-5978）
非公表（検疫協議に影響を及ぼすおそれがあるた
め。）
【成果物の概要】検疫協議に活用し得る病害虫等
に関連する技術的データ。

42

平成31年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（ノロウイルス遺伝
子の性状解析）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718
一般競争入札 7,970

(平成31年4月18日)
令和元年10月1日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した海域や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】二枚貝から回収したノロウイル
ス遺伝子の検出結果と定量試験結果。

43

平成31年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（魚醤中のヒ
スタミン及びチラミン
含有実態調査）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 7,126

(平成31年4月19日)
令和元年10月1日

消費・安全局食品安全政策課リスク管理企画班
（03-3502-7674）
非公表（個別製造事業者の法人名を特定できる情
報を含むため。）
【成果物の概要】魚醤中のヒスタミン及びチラミ
ン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。

44
平成31年度病害虫の効
率的防除体制の再編委
託事業

効率的防除体制再編コンソーシアム業
務執行組合員
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
-

随意契約（不
落・不調随意

契約）
10,471

(平成31年4月19日)
令和元年10月1日

消費・安全局植物防疫課防除第２班
（03-3502-3382）
令和２年８月以降公表予定

45

平成31年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（水産物中の
ダイオキシン類の含有
実態調査）

日本食品分析センター・海洋生物環境
研究所共同事業体
代表者一般財団法人日本食品分析セン
ター

法人番号
-

一般競争入札 18,832
(平成31年4月22日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全班
（03-6744-2105）
非公表（調査水域に関する情報の公表により、風
評被害を招く可能性があるため。）
【成果物の概要】日本周辺において採捕された水
産物中のダイオキシン類含有量の分析結果。

46
平成31年度病害虫の防
除に直結する発生予察
体制への転換委託事業

病害虫発生予察体制転換コンソーシア
ム
業務執行組合員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
-

一般競争入札
（総合評価）

14,056
(平成31年4月23日)
令和元年10月1日

消費・安全局植物防疫課防除第２班
（03-3502-3382）
令和２年８月以降公表予定

47
平成31年度水産防疫対
策委託事業（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
法人番号

1010005004102
一般競争入札 7,333

(平成31年4月25日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課水産防疫班
（03-6744-2105）
非公表（個人情報や特定の者に不利益になる場合
があるため。知的財産権・著作権等の内容が含ま
れるため。）
【成果物の概要】養殖衛生管理及び水産動物疾病
に関する研修実施概要等。

48

平成31年度輸入栽培用
種子中の未承認遺伝子
組換え体検査対策委託
事業（栽培用種子の未
承認遺伝子組換え体検
査法整備及び確立事
業）

株式会社ファスマック
法人番号

5021001021367
一般競争入札 10,076

(平成31年4月25日)
令和元年10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）
令和２年９月以降公表予定

49

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（飼料中のダイオキシ
ン類の汚染実態調査事
業）

一般財団法人新潟県環境衛生研究所
法人番号

3110005014774
一般競争入札 2,924

(平成31年4月25日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
（03-6744-1708）
令和３年以降公表予定

50
平成31年度抗菌剤の使
用による薬剤耐性調査
委託事業（大腸菌等）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 7,673

(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室農薬企画
班
（03-3501-3965）
非公表（生産地を特定する情報を含むため。）
【成果物の概要】採取された試料について、対象
の菌を分離し、薬剤感受性試験を適切な精度管理
のもとで実施した調査結果。
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51

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（国産飼料中のかび毒
含有実態調査）

一般財団法人マイコトキシン検査協会
法人番号

8020005003022
一般競争入札 12,980

(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課粗飼料対策班
（03-3502-8702）
非公表（審議会における検討を踏まえ、かび毒の
分析法について公定法としての十分な妥当性確認
を経てからデータの取扱いを定めることとされた
ため。）
【成果物の概要】国産飼料（トウモロコシサイ
レージ、稲WCS、飼料用米及び子実用トウモロコ
シ）中のかび毒の分析結果等。

52

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（輸入飼料麦中のオク
ラトキシン含有実態調
査のための輸入飼料サ
ンプル採取委託事業）

一般社団法人日本貨物検数協会
法人番号

4010005014759
一般競争入札 2,957

(令和元年5月15日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
（03-6744-1708）
令和４年以降公表予定

53

平成31年度水産防疫対
策委託事業（水産動物
疾病のリスク評価、天
然水域における疾病の
清浄性確認のための調
査）

水産防疫対策委託事業リスク評価・清
浄性確認共同研究機関
代表者公益社団法人日本水産資源保護
協会

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

22,917
(令和元年5月22日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課水産防疫班
（03-6744-2105）
非公表（個人情報や特定の者に不利益になる場合
があるため。知的財産権・著作権等の内容が含ま
れるため。）
【成果物の概要】水産動物疾病の疾病のリスク評
価や、天然水域における疾病の清浄性の確認調査
等。

54

平成31年度水産防疫対
策委託事業（水産動物
疾病の診断・予防・ま
ん延防止に係る技術開
発等、魚病診断機関の
検査精度管理体制の確
立）

水産防疫対策事業技術開発共同研究機
関代表者
国立研究開発法人水産研究・教育機構

法人番号
-

随意契約（不
落・不調随意

契約）
25,740

(令和元年5月24日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課水産防疫班
（03-6744-2105）
非公表（個人情報や特定の者に不利益になる場合
があるため。知的財産権・著作権等の内容が含ま
れるため。）
【成果物の概要】水産動物疾病の診断・予防・ま
ん延防止に係る技術開発等や魚病診断機関の検査
精度管理に関する情報。

55

平成31年度農薬の影響
評価に向けた試験委託
事業（有用生物の評価
に係る花粉・花蜜残留
試験法の検討・検証）

一般社団法人日本植物防疫協会
法人番号

4011505001619
一般競争入札 12,100

(令和元年5月28日)
令和元年10月1日

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
（03-3502-5969）
令和３年以降公表予定

56

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（飼料利用される食品
副産物（小麦ふすま）
に含まれる有害化学物
質の加工係数（濃度変
化）の把握）

一般財団法人日本穀物検定協会
法人番号

3010005018629
一般競争入札 13,187

(令和元年5月31日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
（03-6744-1708）
非公表（加工係数は基準値策定の過程で用いる一
部であり、当該結果のみをもって風評が起こらな
いようにするため。）
【成果物の概要】小麦を小麦ふすまに加工するこ
とによる飼料中の有害物質の加工係数（濃度変
化）の算出結果。

57

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（と畜場等における薬
剤耐性モニタリング①
（薬剤耐性分析のため
の家畜からの菌分
離））

一般財団法人生物科学安全研究所
法人番号

2021005002449
一般競争入札 7,150

(令和元年5月31日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課生産安全班
（03-6744-2104）
令和３年以降公表予定

58

平成31年度生産資材安
全確保対策委託事業
（と畜場等における薬
剤耐性モニタリング②
（薬剤耐性分析のため
の肉用鶏からの菌分
離））

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 7,112

(令和元年5月31日)
令和元年10月1日

消費・安全局畜水産安全管理課生産安全班
（03-6744-2104）
令和３年以降公表予定

59

令和元年度戦略的監
視・診断体制整備推進
委託事業（家畜伝染病
診断体制強化・整備）

国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構動物衛生研究部門

法人番号
7050005005207

随意契約（競
争性無）

59,295 令和元年5月31日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
一部非公表（本事業のうち、家畜伝染病の病性鑑
定能力の強化を目的とした部分については、動物
衛生研究所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、一般に公表
する性質のものではない。野生動物の調査部分に
ついては、都道府県家畜衛生部局及び猟友会等の
協力機関へ共有予定。その他の部分については、
特許・論文等の投稿是非について検討がなされた
後に当省ウェブページにおける公表について検討
する。なお、検討については複数年要する可能性
もあるため、公表予定については現時点では未
定。）
【成果物の概要】
・アフリカ豚熱遺伝子検査試薬及び検査マニュア
ルの都道府県への配布
・豚腸管コロナウイルス性下痢等の遺伝子検査試
薬及び検査マニュアルの都道府県への配布
・鳥インフルエンザ等遺伝子検査マニュアルの都
道府県への配布
・野生動物感染症監視体制報告書

60
平成31年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（二枚貝）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718
一般競争入札 3,269

(令和元年6月5日)
令和元年9月30日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した海域や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】二枚貝から回収したノロウイル
ス遺伝子の検出結果と定量試験結果。
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61

平成31年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（より信頼性の高い
検査結果を得るための
ノロウイルス検査体制
の整備）

一般財団法人東京顕微鏡院
法人番号

3010005004232
一般競争入札 12,393

(令和元年6月6日)
令和元年9月5日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した海域・事業者名や個別分
析機関の法人名を特定できる情報を含むため。）
【成果物の概要】14分析機関のノロウイルス遺伝
子定量試験結果。

62

平成31年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（カキ中のノロウイ
ルスの平常時の水準調
査）

一般財団法人生物科学安全研究所
法人番号

2021005002449
一般競争入札 13,343

(令和元年6月13日)
令和元年10月11日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した海域や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】二枚貝から回収したノロウイル
ス遺伝子の検出結果と定量試験結果及び細菌検査
結果。

63

平成31年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（加工食品中
のアクリルアミド含有
実態調査）

一般財団法人日本食品分析センター
法人番号

3011005000295
一般競争入札 3,168 令和元年6月17日

消費・安全局食品安全政策課化学物質管理班
（03-3502-7674）
非公表（個別製造事業者の法人名を特定できる情
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。

64

令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（野菜の衛生管理等
調査）

一般財団法人日本GAP協会
法人番号

7010005023419
一般競争入札 3,627 令和元年6月19日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した農場や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】個別農場より採取した環境試料
の汚染実態及び衛生対策の検証結果。

65
平成31年度家畜疾病診
断信頼性向上緊急対策
委託事業

一般財団法人生物科学安全研究所
法人番号

2021005002449
一般競争入札 11,729 令和元年6月26日

消費・安全局動物衛生課保健衛生班
（03-3502-8292）
非公表（本事業は、都道府県の家畜保健衛生所等
における検査技術の高位平準化を図るための内容
であり、一般に公表する性質のものではない。）
【成果物の概要】・平成31年度家畜疾病診断信頼
性向上緊急対策事業事業報告書

66
平成31年度農薬登録に
おける作物群の導入の
ための試験委託事業

一般社団法人日本植物防疫協会
法人番号

4011505001619
一般競争入札 8,800 令和元年6月26日

消費・安全局農産安全管理課農薬検査班農薬使用
基準係
（03-3502-5969）
令和３年以降公表予定
当該事業は、複数年度にわたって実施する予定と
しており、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
を生み、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。

67

令和元年度戦略的監
視・診断体制整備推進
委託事業（鳥インフル
エンザ診断用試薬の製
造・配布）

アドテック株式会社
法人番号

6320001007584
随意契約（公

募）
14,433 令和元年6月27日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
非公表（消耗品であるため。）
【成果物の概要】
①鳥インフルエンザ検査用ゲル内沈降反応用抗原
及び指示陽性血清（都道府県等に配付）
②鳥インフルエンザ検査用リアルタイムPCR用陽
性RNA（都道府県等に配付）

68
平成31年度農薬の作物
残留濃度推定方法開発
委託事業

株式会社エスコ
法人番号

3100001000408
一般競争入札 14,300 令和元年6月28日

消費・安全局農産安全管理課農薬検査班農薬使用
基準係
（03-3502-5969）
令和３年以降公表予定
当該事業は、複数年度にわたって実施する予定と
しており、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
を生み、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。

69
令和元年度農薬的資材
に関するスクリーニン
グ委託事業

日本環境科学株式会社
法人番号

4390001001525
一般競争入札 3,278 令和元年6月28日

消費・安全局農産安全管理課農薬指導班
（03-3501-3965）
非公表（事業者名を特定できる情報を含むた
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調査結果。

70

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（飼料中の農薬分析法
開発委託事業）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 8,797 令和元年7月3日

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
（03-6744-1708）
令和３年以降公表予定
分析法が公定法として使えるかFAMICで検証・妥
当性確認することが必要
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71

令和元年度肥料中の有
害微生物管理対策委託
事業（家畜ふん堆肥の
入手、アンケート調査
及び有害微生物等の検
査）

株式会社食環境衛生研究所
法人番号

6070001004467
一般競争入札 9,110 令和元年7月11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（調査協力者の氏名、所在地等の個人情報
を特定できる情報を含むため。）
【成果物の概要】家畜ふん堆肥中に含まれる衛生
指標菌（大腸菌）及び有害微生物（腸管出血性大
腸菌、サルモネラ）の分析結果。
また、堆肥製造業者における製造管理等に関する
アンケート調査の結果。

72

令和元年度食育活動の
全国展開委託事業（食
育に関する意識調査・
食生活及び農林漁業体
験に関する調査）

一般社団法人中央調査社
法人番号

9010005018193
一般競争入札 17,974 令和元年7月18日

消費・安全局消費者行政・食育課食育計画班食育
計画係
（03-6744-2125）
食育に関する意識調査
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.htm
l
食生活及び農林漁業体験に関する調査
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taiken_tyos
a/jissen-datesyu.html

73

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（疾病にり患した愛が
ん動物由来の薬剤耐性
モニタリング調査事
業）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 10,769 令和元年7月24日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

74

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（健康な愛がん動物由
来の薬剤耐性モニタリ
ング調査事業①（平成
30年度収集菌株の薬剤
感受性試験））

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 5,288 令和元年7月29日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

75

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（健康な愛がん動物由
来の薬剤耐性モニタリ
ング調査事業②（菌株
の分離、同定、薬剤感
受性試験））

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908

随意契約（不
落・不調随意

契約）
13,582 令和元年7月29日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

76

令和元年度肥料中の主
成分の均質性確認調査
委託事業（肥料中の石
灰、苦土及びマンガン
成分の分析）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718
一般競争入札 1,825 令和元年7月31日

消費・安全局農産安全管理課肥料検査指導班有機
質肥料検査係
（03-3502-5968）
令和２年１０月以降公表予定
当該事業の結果をもって均質性を確認した試料を
用いて、FAMICが妥当性確認試験を行うが、試験
の性質上試験が終了するまで結果を公表できない
ため。

77

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（と畜場等における薬
剤耐性モニタリング③
（平成30年度に家畜や
肉用鶏から分離した菌
株の薬剤耐性率の分
析））

株式会社食環境衛生研究所
法人番号

6070001004467
一般競争入札 6,050 令和元年7月31日

消費・安全局畜水産安全管理課生産安全班
（03-6744-2104）
令和２年１０月以降公表予定

78

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（緑茶中の
鉛・アルミニウム等含
有実態調査）

一般財団法人日本食品分析センター
法人番号

3011005000295
一般競争入札 5,275 令和元年7月31日

消費・安全局食品安全政策課化学物質管理班
（03-3502-7674）
非公表（個別製造事業者の法人名を特定できる情
報を含むため。）
【成果物の概要】緑茶中の鉛、カドミウム、総ヒ
素及びアルミニウム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。

79

令和元年度食育活動の
全国展開委託事業（普
及啓発資料作成等業
務）

株式会社ジェイエイ情報サービス
法人番号

9010501006016
一般競争入札 1,093 令和元年7月31日

消費・安全局消費者行政・食育課食育計画班食育
計画係
（03-6744-2125）
令和２年６月以降公表予定

80

令和元年度食育活動の
全国展開委託事業（食
育に関する課題検討及
び事例収集）

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

13,530 令和元年8月2日

消費・安全局消費者行政・食育課食育総括班食育
調査係
（03-6744-2125）
令和２年６月以降公表予定
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81

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（国産米中の
ヒ素含有実態調査）

一般財団法人上越環境科学センター
法人番号

6110005010044
一般競争入札 5,859 令和元年8月5日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班
（03-3592-0306）
非公表（生産地を特定する情報を含むため。）
【成果物の概要】玄米及び精米中の無機ヒ素濃度
を適切な精度管理の下で妥当性の確認された方法
で分析した調査結果。

82

令和元年度肥料中の主
成分の均質性確認調査
委託事業（肥料中のけ
い酸及びほう素成分の
分析）

パリノ・サーヴェイ株式会社
法人番号

5010001063065
一般競争入札 1,075 令和元年8月8日

消費・安全局農産安全管理課肥料検査指導班有機
質肥料検査係
（03-3502-5968）
令和２年１０月以降公表予定
当該事業の結果をもって均質性を確認した試料を
用いて、FAMICが妥当性確認試験を行うが、試験
の性質上試験が終了するまで結果を公表できない
ため。

83

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（ハトムギの
かび毒含有実態調査）

一般財団法人日本食品分析センター
法人番号

3011005000295
一般競争入札 6,468 令和元年8月8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（特定の生産者に関する個人情報を含むた
め。）
【成果物の概要】国産ハトムギ中のかび毒含有濃
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。

84

令和元年度汚泥からの
りん回収物の植害・肥
効に関する調査委託事
業

パリノ・サーヴェイ株式会社
法人番号

5010001063065
一般競争入札 2,471 令和元年8月15日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班調査係
（03-3502-5968）
非公表（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】汚泥からのりん回収物の植害・
肥効に関する調査結果等。

85

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（米菓中のア
クリルアミドに関する
調査）

一般財団法人日本食品分析センター
法人番号

3011005000295
一般競争入札 3,520 令和元年8月19日

消費・安全局食品安全政策課化学物質管理班
（03-3502-7674）
非公表（個別製造事業者の法人名を特定できる情
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等
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

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（小麦粉及び
食パン中の麦角アルカ
ロイド類等含有実態調
査）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 12,645 令和元年8月23日

消費・安全局食品安全政策課化学物質管理班
（03-3502-7674）
非公表（個別製造事業者の法人名を特定できる情
報を含むため。）
【成果物の概要】小麦粉及び食パン中の麦角アル
カロイド類濃度並びに小麦粉中の鉛、カドミウム
及び総ヒ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調査結果。

87

令和元年度食品安全・
動物衛生分野の施策検
討におけるコスト・ベ
ネフィット分析調査委
託事業（薬剤耐性菌対
策に係るコスト・ベネ
フィット分析）

株式会社富士通総研
法人番号

8010401050783
一般競争入札
（総合評価）

3,930 令和元年8月27日

消費・安全局食品安全政策課食品安全科学室
（03-3502-5722）
非公表（未公表の研究成果が含まれるため。）
【成果物の概要】薬剤耐性菌対策に係るコスト・
ベネフィット分析の試算方法及び試算結果。

88

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（愛玩動物用飼料の分
析法検討等委託事業
（米国のペットフード
規制・監視体制調査事
業））

プルーヴ株式会社
法人番号

9010401091075
一般競争入札 6,477 令和元年8月30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）
非公表（調査先（米国）の企業等の非公開情報を
含むため。）
【成果物の概要】米国のペットフード規制及びそ
の遵守状況の監視体制等に関する情報。

89

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（指示書の電子化に関
する情報整備に係る情
報収集事業）

株式会社富士通総研
法人番号

8010401050783
一般競争入札 7,413 令和元年9月2日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
非公表（個人情報や特定の者に不利益になる場合
があるため。）
【成果物の概要】我が国の現場に即した電子指示
書システムの検討結果等。

90

令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（肉用鶏農場の衛生
対策強化）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718
一般競争入札 3,666 令和元年9月3日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した農場や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】個別農場より採取した環境試料
の汚染実態及び衛生対策の検討結果。
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91

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（家畜等における飼料
中Diacetoxyscirpenol
の移行調査委託事業）

一般社団法人日本科学飼料協会
法人番号

8010005003568
一般競争入札 31,999

(令和元年9月5日)
令和元年12月18日

消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
（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。）
【成果物の概要】Diacetoxyscirpenolを含む飼料
を摂取した家畜等への健康影響及び畜産物の分析
結果等。

92

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（パーフルオ
ロアルキル化合物類及
びポリブロモジフェニ
ルエーテル類のトータ
ルダイエットスタ
ディ）

株式会社島津テクノリサーチ
法人番号

5130001021069
一般競争入札 21,450 令和元年9月19日

消費・安全局食品安全政策課リスク管理企画班
（03-3502-7674）
非公表（試料を採取した個別製造事業者の法人名
や小売り店舗等を特定できる情報を含むため。）
【成果物の概要】果実類、藻類、魚介類、肉類及
び油脂類中のパーフルオロオクタンスルホン酸、
パーフルオロオクタン酸、パーフルオロヘキサン
スルホン酸及びポリブロモジフェニルエーテル類
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。

93
令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（食鳥処理）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718
一般競争入札 4,095 令和元年9月20日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した食鳥処理場や農場・事業
者名を特定できる情報を含むため。）
【成果物の概要】食鳥処理場より採取した試料の
農場別汚染実態の結果。

94

令和元年度食品安全・
動物衛生分野の施策検
討におけるコスト・ベ
ネフィット分析調査委
託事業（有害微生物の
リスク管理に係るコス
ト・ベネフィット分
析）

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）

5,060 令和元年9月26日

消費・安全局食品安全政策課食品安全科学室
（03-3502-5722）
非公表（調査に関係する特定の農場、事業者の情
報が含まれるため。）
【成果物の概要】有害微生物のリスク管理に係る
コスト・ベネフィット分析の体系図及び参照情
報、データ項目を整理した表。

95

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（動物分野における薬
剤耐性対策普及啓発事
業）

公益社団法人日本獣医師会
法人番号

2010405010483
一般競争入札 6,600 令和元年10月18日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
http://nichiju.lin.gr.jp/topics/topic_view.p
hp?rid=3911［外部リンク］

96
令和元年度国際基準を
踏まえた防疫指針策定
のための調査委託事業

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
（総合評価）

8,703 令和元年10月31日

消費・安全局植物防疫課防除第１班
（03-6744-9644）
令和３年以降公表予定
防疫指針の完成予定が令和３年度であり、令和元
年度末には公表可能な成果がないため

97

令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（リステリア属菌の
性状解析）

一般財団法人東京顕微鏡院
法人番号

3010005004232
一般競争入札 1,520 令和元年10月31日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した場所や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】施設環境試料から分離したリス
テリア属菌の遺伝子解析結果。

98

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（水産分野における薬
剤耐性モニタリング）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
法人番号

1020005004051
一般競争入札 2,819

(令和元年11月13日)
令和元年12月19日

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室水産防
疫班
（03-6744-2105）
令和２年９月以降公表予定

99

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌の豚におけ
る保有状況調査）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 4,620 令和元年11月27日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

100

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（鶏卵中の鉛等含有実
態調査（鶏卵のサンプ
リング業務））

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 3,948 令和元年12月5日

消費・安全局畜水産安全管理課生産安全班
（03-6744-2104）
令和２年１０月以降公表予定
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101

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（鶏卵中の鉛等含有実
態調査（試料の分析業
務））

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札 6,078 令和元年12月5日

消費・安全局畜水産安全管理課生産安全班
（03-6744-2104）
令和２年１０月以降公表予定

102

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌分離株の性
状解析）

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 3,537 令和元年12月20日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

103

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業（国産落花生
加工品中のアフラトキ
シン含有実態調査）

一般財団法人マイコトキシン検査協会
法人番号

8020005003022
一般競争入札 2,090 令和元年12月24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（個別製品情報を含むため。）
【成果物の概要】国産落花生加工品中のアフラト
キシン類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。

104

令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（ノロウイルス汚染
試料の作製及び検査法
関連情報の収集）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718

随意契約（不
落・不調随意

契約）
3,811 令和元年11月29日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（試料を採取した海域や事業者名を特定で
きる情報を含むため。）
【成果物の概要】二枚貝から回収したノロウイル
ス遺伝子の検出結果と定量試験結果。

105

令和元年度クロピラリ
ド対策調査委託事業
（クロピラリド濃度測
定）

一般社団法人日本海事検定協会
法人番号

9010005016718

随意契約（不
落・不調随意

契約）
3,563 令和元年12月11日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班
（03-3502-5968）
令和３年以降公表予定
令和２年度に実施する試験研究事業の結果取りま
とめと合わせて翌年度末までに公表することとす
る。

106

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（飼料等の適正製造規
範（ＧＭＰ）ガイドラ
インの導入推進のため
の実態調査）

一般社団法人日本科学飼料協会
法人番号

8010005003568
随意契約（少
額随意契約）

968 令和元年11月6日
消費・安全局畜水産安全管理課粗飼料対策班
（03-3502-8702）
令和２年６月以降公表予定

107

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌の豚におけ
る保有状況調査（北海
道における採材））

一般財団法人生物科学安全研究所
法人番号

2021005002449
随意契約（少
額随意契約）

947 令和元年11月29日
消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
令和２年１０月以降公表予定

108

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（豚コレラ啓発動画作
製）

テレビ朝日映像株式会社
法人番号

5010401018924
随意契約（少
額随意契約）

880 令和元年12月5日

消費・安全局食品安全政策課食品安全危機管理官
（03-5512-2292）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/co
nsumer.html#butanikugatodoku

109

令和元年度肥料の安全
確保調査委託事業（原
料落ち葉、剪定枝及び
腐葉土・剪定枝堆肥中
の放射性物質含有量測
定）

一般財団法人東京顕微鏡院
法人番号

3010005004232
随意契約（少
額随意契約）

776 令和元年12月12日

消費・安全局農産安全管理課肥料検査指導班有機
質肥料検査係
（03-3502-5968）
非公表（風評被害につながる情報を含むため）
【成果物の概要】セシウム１３４及びセシウム１
３７の分析結果

110

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（CSF(豚コレラ)Web
ページ改修）

彼方株式会社
法人番号

2011001035899
随意契約（少
額随意契約）

974 令和元年12月5日

消費・安全局食品安全政策課情報発信企画・評価
班
（03-3502-5719）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/
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111

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（CSF（豚コレラ）・
ASF（アフリカ豚コレ
ラ）啓発動画作製）

株式会社プルークス
法人番号

9011001103699
随意契約（少
額随意契約）

841 令和元年12月26日

消費・安全局食品安全政策課食品安全危機管理官
（03-5512-2292）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/co
nsumer.html#butanikugatodoku

112

令和元年度肥料用肉骨
粉の管理方法委託事業
（摂取防止材のめん山
羊等への給与試験等）

一般社団法人日本科学飼料協会
法人番号

8010005003568
一般競争入札 7,697 令和2年1月22日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班
（03-3502-5968）
令和３年以降公表予定

113

令和元年度肥料制度見
直しに向けた調査委託
事業（肥料の自主的な
管理ガイドライン案作
成）

一般社団法人日本科学飼料協会
法人番号

8010005003568
一般競争入札 2,895 令和2年1月22日

消費・安全局農産安全管理課肥料検査指導班
（03-3502-5968）
非公表（当該年度は案の作成のみで、今後内容の
修正が行われる可能性があるため）
【成果物の概要】検討会概要、検討会議事録及び
自主的な管理ガイドライン案

114

令和元年度動物検疫制
度の効果的な周知等に
向けた現行広報活動の
有効性に関する調査委
託事業

株式会社WAVE
法人番号

2120001060987
一般競争入札 3,798 令和2年1月31日

消費・安全局動物衛生課検疫業務班
（03-3502-8295）
非公表（動物検疫所における今後の広報活動に資
する内部資料であり、一般に公表する性質のもの
ではないため。）
【成果物の概要】・中国、韓国、ベトナムからの
訪日外国人に対しての現行の広報活動における動
物検疫制度の認知度。
・動物検疫の広報活動において、今後強化すべき
訴求内容とその方向性及び有効な告知方法。

115

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（愛がん動物分野にお
ける薬剤耐性対策普及
啓発事業）

株式会社文化工房
法人番号

2010401025923
一般競争入札 8,426 令和2年2月5日

消費・安全局畜水産安全管理課薬剤耐性対策班
（03-3502-8097）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuz
i/torikumi.html#tekisei

116

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（水産分野における薬
剤耐性に関する技術研
修会）

公益社団法人日本水産資源保護協会
法人番号

1010005004102
一般競争入札 2,500 令和2年2月17日

消費・安全局畜水産安全管理課水産防疫班
（03-6744-2105）
令和２年９月以降公表予定

117
令和元年度クロピラリ
ド対策調査委託事業
（散布ムラの調査）

株式会社食環境衛生研究所
法人番号

6070001004467
一般競争入札 1,980 令和2年2月7日

消費・安全局農産安全管理課肥料企画班調査係
（03-3502-5968）
令和３年以降公表予定
令和２年度に実施する試験研究事業の結果取りま
とめと合わせて翌年度末までに公表することとす
る。

118

令和元年度食育活動の
全国展開委託事業（諸
外国における食生活指
針の概要等の翻訳並び
に食育関係広報資料の
翻訳及び編集支援）

株式会社エァクレーレン
法人番号

4010401004009
一般競争入札 529 令和2年2月20日

消費・安全局消費者行政・食育課総務班
（03-6738-6554）
令和２年６月以降公表予定

119
令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（農業用水）

株式会社ＬＳＩメディエンス
法人番号

1010401068675
一般競争入札 2,200 令和2年2月13日

消費・安全局農産安全管理課安全企画班衛生指導
係
（03-3502-7569）
非公表（調査協力者の氏名、所在地等の個人情報
を特定できる情報を含むため。また、次年度に予
定する調査の予備検討を目的として実施したもの
であるため。）
【成果物の概要】農業用水に含まれる衛生指標菌
（大腸菌等）の分析結果。

120
令和元年度CSF情報発
信委託事業

株式会社トリックスター
法人番号

7120001133276
一般競争入札 7,158 令和2年3月17日

消費・安全局動物衛生課病原体管理班
（03-6744-7144）
令和２年７月以降公表予定
飼養衛生管理基準ガイドブック及び動画は、47都
道府県及び全農へ配布。
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121

令和元年度生産資材安
全確保対策委託事業
（インフルエンサー活
用型情報発信）

ENGAWA株式会社
法人番号

4011001108471	
随意契約（企
画競争）

4,941 令和2年2月10日

消費・安全局食品安全政策課食品安全危機管理官
（03-5512-2292）

https://www.weibo.com/1593933550/IwUX4vGcM?t
ype=comment［外部リンク］

https://weibo.com/2563288397/IxbodnPeb［外部
リンク］

https://m.weibo.cn/status/4479443764377324
［外部リンク］

122

令和元年度微生物リス
ク管理基礎調査委託事
業（ノロウイルス検査
法比較用プラスミド作
製）

ユーロフィンジェノミクス株式会社
法人番号

6010801020553
随意契約（少
額随意契約）

214 令和2年2月6日

消費・安全局食品安全政策課微生物管理班
（03-6744-0490）
非公表（消耗品であるため。）
【成果物の概要】ノロウイルス検査法（PCR）に
用いるプラスミド（令和２年度微生物リスク管理
基礎調査委託事業で使用予定）

123

令和元年度戦略的監
視・診断体制整備推進
委託事業（CSF診断体
制整備）

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

随意契約（少
額随意契約）

447 令和2年2月3日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
非公表（消耗品であるため。）
【成果物の概要】①豚熱の遺伝子検査試薬及び検
査手順書（都道府県に配付）

124

令和元年度有害化学物
質リスク管理基礎調査
委託事業(｢安全で健や
かな食生活を送るため
に」及び「食中毒から
身を守るためには」
Webページ改修）

株式会社オノフ
法人番号

7120001106100
随意契約（少
額随意契約）

668 令和2年2月10日

消費・安全局食品安全政策課情報発信企画・評価
班
（03-3502-5719）
https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html

125
令和元年度CSF情報発
信委託事業（飼養衛生
管理基準全国講習会）

株式会社ＪＴＢ
法人番号

8010701012863
随意契約（少
額随意契約）

947 令和2年3月27日
消費・安全局動物衛生課病原体管理班
（03-6744-7144）
令和３年以降公表予定

126

平成31年度植物品種等
海外流出防止総合対策
委託事業（東アジア植
物品種保護フォーラム
の運営）

公益社団法人農林水産・食品産業技術
振興協会

法人番号
8010405000743

一般競争入札
（総合評価）

12,839
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課国際品種保護班
（03-6738-6444）
令和２年６月以降公表予定

127
平成31年度登録品種の
標本・DNA保存等委託
事業

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 4,897
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課国際品種保護班
（03-6738-6444）
非公表（事業による保存対象が全て個人情報に係
るものであるため。）
【成果物の概要】品種登録時の植物体等から作成
及び保存した標本及びＤＮＡ資料。

128
平成31年度海外知的財
産保護・監視委託事業

株式会社マークアイ
法人番号

9011001059058
随意契約（企
画競争）

41,493
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課地理的表示事業推進班
（03-6738-6317）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_m
ark/attach/pdf/index-10.pdf

129
平成31年度植物品種等
海外流出防止総合対策
委託事業

植物品種等海外流出防止対策コンソー
シアム
代表機関公益社団法人農林水産・食品
産業技術振興協会

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

32,071 平成31年4月1日
食料産業局知的財産課種苗企画班
（03-6738-6443）
令和２年８月以降公表予定

130
平成31年度食品の品
質・安全管理サポート
委託事業

エコア株式会社
法人番号

2012801000126
一般競争入札
（総合評価）

41,800
(平成31年4月8日)
令和元年10月1日

食料産業局食品製造課品質管理普及班
（03-3502-5743）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/wha
t_haccp/31yosan.html



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）
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成　果　物　閲　覧　先

131
平成30年度日EU・EPA
の発効を踏まえた緊急
実態調査委託事業

一般社団法人食品需給研究センター
法人番号

5011505000454
一般競争入札
（総合評価）

12,650
(令和元年5月9日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課地理的表示事業推進班
（03-6738-6317）
非公表（企業の非公表情報を含むため。）
【成果物の概要】日EU・EPA及び改正ＧＩ法の適
確な実施のための我が国ＧＩ産品及び我が国での
保護対象となるＥＵのＧＩ産品の名称使用並びに
ＥＵＧＩチーズの加工実態の把握。

132
平成30年度EUのGI監視
スキーム等実態調査委
託事業

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ経営研
究所

法人番号
1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

14,300
(令和元年5月9日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課地理的表示事業推進班
（03-6738-6317）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b
_syoku/index.html

133

平成30年度輸出促進緊
急対策委託事業（タイ
王国の輸入規制に対応
するための体制整備実
証調査事業）

SOMPOリスクマネジメント株式会社
法人番号

2011101025379
一般競争入札
（総合評価）

9,081 令和元年5月10日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/tai_
manual.html

134
平成30年度主要輸出国
の知財制度等実態調査
委託事業

株式会社メロス
法人番号

7010001176146
一般競争入札
（総合評価）

19,248
(令和元年5月10日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課地理的表示事業推進班
（03-6738-6317）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b
_syoku/index.html

135

平成31年度農業AIサー
ビス等の導入促進のた
めの契約ガイドライン
策定等委託事業

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ経営研
究所

法人番号
1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

13,970
(令和元年5月21日)
令和元年10月1日

食料産業局知的財産課知的財産調整班
（03-6738-6442）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/k
eiyaku.html

136

令和元年度グローバル
産地づくり推進委託事
業（コミュニティ構築
委託事業のうち輸出診
断業務事業）

アクセンチュア株式会社
法人番号

7010401001556
一般競争入札
（総合評価）

34,100 令和元年6月13日

食料産業局海外市場開拓・食文化課輸出プロジェ
クト室地域戦略第2班
（03-6744-7172）
https://www.gfp1.maff.go.jp/［外部リンク］

137

令和元年度グローバル
産地づくり推進委託事
業（コミュニティ構築
委託事業のうち交流会
開催事業①知識習得イ
ベント）

アクセンチュア株式会社
法人番号

7010401001556
随意契約（企
画競争）

10,000 令和元年6月13日

食料産業局海外市場開拓・食文化課輸出プロジェ
クト室地域戦略第2班
（03-6744-7172）
https://www.gfp1.maff.go.jp/［外部リンク］

138

令和元年度グローバル
産地づくり推進委託事
業（コミュニティ構築
委託事業のうち交流会
開催事業②交流・商談
促進イベント）

アクセンチュア株式会社
法人番号

7010401001556
随意契約（企
画競争）

10,000 令和元年6月13日

食料産業局海外市場開拓・食文化課輸出プロジェ
クト室地域戦略第2班
（03-6744-7172）
https://www.gfp1.maff.go.jp/［外部リンク］

139

令和元年度生鮮食料品
等の流通工程における
作業の自動化に関する
調査委託事業

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

9,611 令和元年6月26日

食料産業局食品流通課市場企画班
（03-3502-8237）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info
/

140
平成31年度輸出環境整
備推進委託事業（規制
担当官招へい事業）

株式会社日本旅行
法人番号

1010401023408
一般競争入札 23,860 令和元年7月5日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
非公表（政府間交渉に関する情報のため。）
【成果物の概要】規制担当官招へいに関する委託
事業実績報告書。



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）

契約締結日
（※２）

成　果　物　閲　覧　先

141
令和元年度輸出環境整
備推進委託事業のうち
ハラール支援事業

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ経営研
究所

法人番号
1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

8,319 令和元年7月11日

食料産業局企画課企画第３班
（03-6744-2065）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/atta
ch/pdf/index-3.pdf

142

令和元年度６次産業化
による地域経済の好循
環・成長に関する実態
調査委託事業

一般社団法人食農共創プロデューサー
ズ

法人番号
9010005021016

一般競争入札
（総合評価）

4,305 令和元年7月11日

食料産業局産業連携課企画班
（03-3502-8246）
非公表（収支状況や人件費など調査先企業の個人
情報が記載されているため。）
【成果物の概要】6次産業化による地域経済の好
循環・成長に関する実態調査委託事業　事業成果
報告書

143

令和元年度食品産業リ
サイクル状況等調査委
託事業（スポーツイベ
ントにおける食品ロス
削減手法等に関する調
査）

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

6,875 令和元年7月23日

食料産業局バイオマス循環資源課食品ロス削減・
リサイクル班
（03-6744-2066）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/sy
oku_loss/attach/pdf/161227_8-66.pdf

144

令和元年度食品等のリ
サイクルの新たな展開
を目指す亜臨界水技術
の導入調査委託事業

令和元年度食品等のリサイクルの新た
な展開を目指す亜臨界水技術の導入調
査委託事業共同事業体代表
学校法人中央大学

法人番号
-

随意契約（不
落・不調随意

契約）
9,999

(令和元年7月31日)
令和元年12月9日

食料産業局バイオマス循環資源課技術班
（03-6738-6478）
令和２年６月以降公表予定

145
令和元年度新たな種類
のJAS規格調査委託事
業

一般社団法人日本能率協会
法人番号

9010405010353
一般競争入札
（総合評価）

44,990 令和元年8月15日
食料産業局食品製造課基準認証室企画調整班
（03-6744-2098）
http://www.maff.go.jp/j/jas/yosan.html

146

令和元年度日本と海外
における食料品の流
通・加工実態の比較調
査委託事業

公益財団法人流通経済研究所
法人番号

2010005019116
一般競争入札
（総合評価）

7,859 令和元年9月5日

食料産業局食品流通課企画調査班
（03-3502-5741）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/butur
yu.html

147

令和元年度「沖縄物流
ハブ機能」を活用した
地域産品・食品加工セ
ンターの設置及び海外
市場への輸送展開に係
る調査委託事業

株式会社アール・ピー・アイ
法人番号

1010001000220
一般競争入札
（総合評価）

6,368 令和元年9月12日

食料産業局海外市場開拓・食文化課戦略実行班
（03-6744-7169）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_r
1_zigyou/e_r1_zigyou.html

148

令和元年度日本食・食
文化の魅力発信による
日本産品海外需要拡大
委託事業（海外料理人
等への日本産品需要拡
大事業）

株式会社テー・オー・ダブリュー
法人番号

3010401029287
随意契約（企
画競争）

48,907
(令和元年9月12日)
令和2年2月28日

食料産業局海外市場開拓・食文化課食文化室海外
普及班
（03-6744-0481）
非公表（個人情報や特定の企業に不利益となる情
報を含むため。）
【成果物の概要】国内外の料理人や事業者の商
談・取引結果等。

149

令和元年度生鮮食料品
等物流におけるワンマ
イル輸送モデル構築調
査委託事業

株式会社日本総合研究所
法人番号

4010701026082
一般競争入札
（総合評価）

5,616 令和元年10月15日

食料産業局食品流通課企画調査班
（03-3502-5741）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/butur
yu.html

150

令和元年度輸出環境整
備推進委託事業（タイ
向け青果物に係る新た
な規制対応モデル構築
のための体制整備実証
事業）

一般財団法人東京顕微鏡院
法人番号

3010005004232
一般競争入札 1,265 令和元年11月8日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
令和２年６月以降公表予定
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151

令和元年度輸出環境整
備推進委託事業（主要
輸出先国・地域の残留
農薬基準値調査事業）

株式会社三菱ケミカルリサーチ
法人番号

5010001022137
一般競争入札
（総合評価）

5,500 令和元年11月20日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
令和２年６月以降公表予定

152

令和元年度輸出環境整
備推進委託事業（食品
添加物需要の市場調
査）

TPCマーケティングリサーチ株式会社
法人番号

3120001163723
一般競争入札
（総合評価）

9,677 令和元年11月25日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
令和２年６月以降公表予定

153
令和元年度食品製造業
における産業構造比較
分析調査等委託事業

みずほ情報総研株式会社
法人番号

9010001027685
一般競争入札
（総合評価）

8,762 令和元年12月20日
食料産業局食品製造課企画・国際班
（03-6744-7180）
令和２年７月以降公表予定

154

令和元年度日本食・食
文化の魅力発信による
日本産品海外需要拡大
委託事業（日本食・食
文化の功労者表彰）

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデ
ザイン

法人番号
2010701023536

随意契約（企
画競争）

14,990 令和元年10月10日

食料産業局海外市場開拓・食文化課食品産業海外
投資推進班
（03-6744-1502）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_r
1_zigyou/attach/pdf/e_r1_zigyou-3.pdf

155

令和元年度グローバル
産地づくり緊急対策委
託事業（GFP前倒し実
施と支援活動増加事
業）

アクセンチュア株式会社
法人番号

7010401001556
一般競争入札
（総合評価）

77,000
(令和2年2月17日)
令和2年3月19日

食料産業局海外市場開拓・食文化課輸出プロジェ
クト室地域戦略第2班
（03-6744-7172）
https://www.gfp1.maff.go.jp/［外部リンク］

156

令和元年度食品産業リ
サイクル状況等調査委
託事業（事業者データ
ベース整備及び補完調
査等）

日本ソフト販売株式会社
法人番号

4010001062274
一般競争入札 4,752 令和2年2月7日

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
（03-3502-8499）
令和２年７月以降公表予定

157

令和元年度輸出環境整
備緊急対策委託事業
（一元的相談窓口開設
のための実態調査）

野村アグリプランニング＆アドバイザ
リー株式会社

法人番号
4010001135146

一般競争入札
（総合評価）

13,750 令和2年3月25日
食料産業局輸出先国規制対策課一元化対応チーム
（03-6744-7185）
令和２年８月以降公表予定

158

令和元年度輸出環境整
備緊急対策委託事業
（輸出施設等調査及び
証明書発行機関向け研
修会の開催）

一般財団法人日本食品検査
法人番号

7010405001908
一般競争入札
（総合評価）

30,284 令和2年3月25日

食料産業局輸出先国規制対策課工程表進捗管理
チーム
（03-3501-4079）
令和３年以降公表予定

159

令和元年度国産農産物
消費拡大事業のうち
「和食」と地域食文化
継承推進委託事業（地
域の食文化の保護・継
承事業）のうち国民の
食生活における和食文
化の実態調査

株式会社日本能率協会総合研究所
法人番号

5010401023057
随意契約（少
額随意契約）

884 令和2年2月13日

食料産業局海外市場開拓・食文化課食文化室和食
保護企画班
（03-3502-5516）
令和２年６月以降公表予定

160
平成31年度第25回国際
養蚕委員会大会開催等
委託事業

株式会社日本旅行
法人番号

1010401023408
随意契約（企
画競争）

25,242
(平成31年4月17日)
令和元年11月8日

生産局地域対策官地域作物第2班
（03-6744-2117）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定
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161

平成31年度農地土壌炭
素貯留等基礎調査事業
（農地管理実態調査）
委託事業

独立行政法人家畜改良センター
法人番号

8380005004744
随意契約（競
争性無）

1,025
(令和元年6月3日)
令和元年10月1日

生産局農業環境対策課土壌環境保全班地力増進係
（03-3593-6495）
令和３年以降公表予定

162

平成31年度農地土壌炭
素貯留等基礎調査事業
（指導・とりまとめ業
務）委託事業

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

随意契約（競
争性無）

7,138
(令和元年6月3日)
令和元年10月1日

生産局農業環境対策課土壌環境保全班地力増進係
（03-3593-6495）
令和３年以降公表予定

163
令和元年度花き産業成
長・花き文化振興調査
委託事業

株式会社国際開発センター
法人番号

2010701024476
随意契約（企
画競争）

12,815 令和元年6月27日

生産局園芸作物課花き振興第２班
（03-6738-6162）
令和２年６月以降公表予定
ただし、個人情報に係る部分については非公表。

164
令和元年度農業資材に
関する外国調査委託事
業

株式会社メロス
法人番号

7010001176146
一般競争入札
（総合評価）

13,130 令和元年7月2日

生産局技術普及課生産資材対策室資材調査班
（03-6744-2182）
非公表（個人情報や企業の経営等に関する情報を
含むため。）
【成果物の概要】海外における農業資材の販売価
格及び農業資材供給に係る業界構造等について調
査。

165
令和元年度GAP導入影
響分析のための調査委
託事業

株式会社政策基礎研究所
法人番号

7010001134351
一般競争入札
（総合評価）

8,778 令和元年7月3日

生産局農業環境対策課生産工程管理調整班国際調
整係
（03-6744-7188）
令和２年６月以降公表予定

166
令和元年度農業資材の
農業者購入価格に関す
る調査委託事業

公益財団法人流通経済研究所
法人番号

2010005019116
一般競争入札
（総合評価）

3,745 令和元年7月4日

生産局技術普及課生産資材対策室資材調査班
（03-6744-2182）
非公表（農業者の個人情報等を含むため。）
【成果物の概要】農業者の農業資材購入価格につ
いて調査結果。

167

平成31年度農地土壌炭
素貯留等基礎調査事業
（農地管理技術検証）
調査課題「畑地におけ
る有機物の施用等に関
する調査」委託事業

畑地における農地土壌温室効果ガス排
出量調査実施コンソーシアム業務執行
組合員
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
-

随意契約（競
争性無）

8,118
(令和元年7月4日)
令和元年10月1日

生産局農業環境対策課土壌環境保全班地力増進係
（03-3593-6495）
令和３年以降公表予定

168
令和元年度環境負荷軽
減型酪農経営支援効果
調査委託事業

環境負荷軽減酪農調査コンソーシアム
業務執行組合員
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
-

一般競争入札
（総合評価）

27,630 令和元年7月24日
生産局畜産部畜産企画課経営企画班
（03-3502-0874）
令和２年６月以降公表予定

169
令和元年度海外におけ
る配合飼料流通構造等
実態調査委託事業

プルーヴ株式会社
法人番号

9010401091075
一般競争入札
（総合評価）

5,454 令和元年7月31日

生産局畜産部飼料課需給対策第1班
（03-3591-6745）
令和２年８月以降公表予定
ただし、企業機密及び個人情報に係る部分につい
ては非公表。

170

令和元年度ヘルスケア
関連農林水産物拡大プ
ロジェクト調査委託事
業

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ経営研
究所

法人番号
1010001143390

随意契約（不
落・不調随意

契約）
9,900 令和元年8月6日

生産局園芸作物課園芸消費促進班消費促進指導係
（03-3502-5958）
非公表（事業者名を特定できる情報を含むた
め。）
【成果物の概要】機能性表示生鮮食品の供給拡大
を図る上での課題等に関する調査結果。
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171

令和元年度施設園芸品
目産出国における農業
用ハウス関連資材等調
査委託事業

デロイトトーマツファイナンシャルア
ドバイザリー合同会社

法人番号
3010001076738

一般競争入札
（総合評価）

9,360 令和元年8月19日
生産局園芸作物課施設園芸対策班施設生産企画係
（03-3593-6496）
令和２年６月以降公表予定

172

令和元年度ICTやAI化
に対応した新たな土づ
くり体制実態調査委託
事業

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）

5,500 令和元年8月27日
生産局農業環境対策課土壌環境保全班土壌調査係
（03-3593-6495）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

173
令和元年度乳業メー
カーの経営実態に係る
調査・分析委託事業

株式会社東京商工リサーチ
法人番号

5010001134287
一般競争入札
（総合評価）

2,650 令和元年9月5日

生産局畜産部牛乳乳製品課乳業班
（03-6744-2128）
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】乳業メーカーの経営概況等に関
する調査結果。

174
令和元年度GAP共通基
盤ガイドライン改訂委
託事業

株式会社政策基礎研究所
法人番号

7010001134351
一般競争入札
（総合評価）

11,495 令和元年11月21日

生産局農業環境対策課生産工程管理調整班生産工
程管理調整係
（03-6744-7188）
令和２年６月以降公表予定

175
令和元年度肥料に係る
流通構造に関する調査
委託事業

株式会社矢野経済研究所
法人番号

3011201005528
一般競争入札
（総合評価）

2,750 令和元年12月9日

生産局技術普及課資材効率利用推進班
（03-6744-2435）
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_
hiryo/200114.html

176
平成31年度農業経営改
善支援全国委託事業

公益社団法人日本農業法人協会
法人番号

3010005018892
一般競争入札
（総合評価）

35,190
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

経営局経営政策課担い手企画班担い手企画第１係
（03-6744-0575）
令和３年以降公表予定

177

平成31年度生活インフ
ラサービスへのアクセ
ス状況実態調査委託事
業

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）

9,900
(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

経営局協同組織課組織・調査班組織第１係
（03-3502-6663）
令和３年以降公表予定

178

令和元年度農協監査・
事業利用実態調査にお
ける農協等の監査コス
ト合理化に関する調査
委託事業

農業協同組合中央会による共同事業体
代表者全国農業協同組合中央会

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

173,397 令和元年6月26日
経営局協同組織課経営企画班経営企画第１係
（03-6744-2164）
令和３年以降公表予定

179

令和元年度農林水産業
等研究分野における大
学発ベンチャーの起業
促進実証委託事業

株式会社野村総合研究所
法人番号

4010001054032
一般競争入札
（総合評価）

8,789 令和元年7月18日
経営局金融調整課総務班
（03-6744-2169）
令和３年以降公表予定

180
令和元年度農業関連事
業等が黒字の農協に関
する調査委託事業

株式会社農林中金総合研究所
法人番号

6010001026203
一般競争入札
（総合評価）

6,380 令和元年12月2日
経営局協同組織課組織・調査班組織第１係
（03-3502-6663）
令和３年以降公表予定
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181

令和元年度農業法人の
資金調達に関する課題
等に係る分析等委託事
業

株式会社国際開発センター
法人番号

2010701024476
一般競争入札
（総合評価）

5,626 令和元年12月9日

経営局農地政策課農地調整グループ
（03-6744-2153）
非公表（個別法人の具体的な資金需要等、経営上
の重要な方針を含む内容であるため）
【成果物の概要】農業法人の資金調達における
ニーズ及び課題を、農業法人及び金融機関のヒア
リング、財務指標等の情報を基に分析した調査

182
令和元年度新たな地域
課題解決手法実証委託
事業

株式会社日本能率協会総合研究所
法人番号

5010401023057
一般競争入札
（総合評価）

9,790 令和元年8月26日

農村振興局農村政策部農村計画課農村政策推進室
農村政策班
（03-6744-2203）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

183
令和元年度棚田地域振
興企画委託事業

株式会社ミライク
法人番号

2180001103575
一般競争入札
（総合評価）

4,488 令和元年12月23日
農村振興局農村政策部地域振興課多面的機能班
（03-6744-2665）
https://www.nou-navi.maff.go.jp/tanadanikoi/

184
平成31年度早生樹利用
による森林整備手法検
討調査委託事業

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

14,483
(平成31年4月2日)
令和元年12月19日

林野庁整備課造林間伐企画班
（03-3502-8065）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_
seibi/31souseiju.html

185
森林生態系多様性基礎
調査（第7調査区（関
東2地区））（第5期）

グリーン航業株式会社
法人番号

6010001015255
一般競争入札
（総合評価）

117,301
(平成31年4月8日)
令和元年9月2日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

186
森林生態系多様性基礎
調査（第9調査区（中
部2地区））（第5期）

グリーン航業株式会社
法人番号

6010001015255
一般競争入札
（総合評価）

119,135
(平成31年4月8日)
令和元年9月2日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

187
森林生態系多様性基礎
調査（第13調査区（四
国地区））（第5期）

株式会社緑化技研
法人番号

7120001040448
一般競争入札
（総合評価）

98,780
(平成31年4月8日)
令和元年9月3日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

188
森林生態系多様性基礎
調査（第15調査区（九
州2地区））（第5期）

熊本県森林組合連合会
法人番号

1330005001587
一般競争入札
（総合評価）

83,325
(平成31年4月8日)
令和元年9月4日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

189

平成31年度流域山地等
対策調査(平成30年発
生の山地災害の実態等
に関する調査)

国土防災技術株式会社
法人番号

9010401010035
一般競争入札
（総合評価）

19,800
(平成31年4月11日)
令和元年10月1日

林野庁治山課災害調整班企画係
（03-3501-4756）
令和２年６月以降公表予定

190
平成31年度ＩＣＴ等を
活用した路網整備推進
技術者育成事業

一般社団法人全国林業改良普及協会
法人番号

4010405009441
随意契約（企
画競争）

40,740
(平成31年4月11日)
令和元年10月1日

林野庁研究指導課育種班
（03-3502-5721）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fore
ster/index.html
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191
平成31年度市町村支援
技術者養成事業

一般社団法人全国林業改良普及協会
法人番号

4010405009441
随意契約（企
画競争）

21,205
(平成31年4月11日)
令和元年10月1日

林野庁研究指導課育種班
（03-3502-5721）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fore
ster/index.html

192

森林生態系多様性基礎
調査（第3調査区（北
海道3地区））（第5
期）

株式会社セ・プラン
法人番号

2430001008939
一般競争入札
（総合評価）

154,561
(平成31年4月12日)
令和元年9月3日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

193
森林生態系多様性基礎
調査（第6調査区（関
東1地区））（第5期）

一般社団法人フォレスト・サーベイ
法人番号

4030005004254
一般競争入札
（総合評価）

111,606
(平成31年4月12日)
令和元年9月2日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

194
森林生態系多様性基礎
調査（第14調査区（九
州1地区））（第5期）

熊本県森林組合連合会
法人番号

1330005001587
一般競争入札
（総合評価）

109,450
(平成31年4月16日)
令和元年9月3日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

195

森林生態系多様性基礎
調査（第1調査区（北
海道１地区））（第5
期）

パシフィックコンサルタンツ株式会社
法人番号

8013401001509
一般競争入札
（総合評価）

136,262
(平成31年4月17日)
令和元年9月2日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

196
森林生態系多様性基礎
調査（第12調査区（中
国地区））（第5期）

パシフィックコンサルタンツ株式会社
法人番号

8013401001509
一般競争入札
（総合評価）

142,890
(平成31年4月17日)
令和元年9月11日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

197
森林生態系多様性基礎
調査（第4調査区（東
北1地区））（第5期）

日本工営株式会社
法人番号

2010001016851
一般競争入札
（総合評価）

135,740
(平成31年4月18日)
令和元年9月25日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

198
森林生態系多様性基礎
調査（第8調査区（中
部1地区））（第5期）

株式会社アドプランツコーポレーショ
ン

法人番号
1130001047349

一般競争入札
（総合評価）

111,744
(平成31年4月18日)
令和元年9月2日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

199
森林生態系多様性基礎
調査（第10調査区（近
畿1地区））（第5期）

株式会社アドプランツコーポレーショ
ン

法人番号
1130001047349

一般競争入札
（総合評価）

115,857
(平成31年4月18日)
令和元年9月3日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

200
森林生態系多様性基礎
調査（第11調査区（近
畿2地区））（第5期）

日本工営株式会社
法人番号

2010001016851
一般競争入札
（総合評価）

131,989
(平成31年4月18日)
令和元年9月24日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）

契約締結日
（※２）

成　果　物　閲　覧　先

201

森林生態系多様性基礎
調査（第2調査区（北
海道2地区））（第5
期）

株式会社三共コンサルタント
法人番号

3450001007574
一般競争入札
（総合評価）

146,161
(平成31年4月19日)
令和元年9月11日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

202
森林生態系多様性基礎
調査（第5調査区（東
北2地区））（第5期）

環境指標生物・エコリス共同事業体
代表機関　株式会社環境指標生物

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

128,832
(平成31年4月19日)
令和元年9月11日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
「成果物は、№25「森林資源調査データ解析（第
5期）」において公表。」

203
平成31年度コンテナ苗
生産技術等標準化に向
けた調査事業

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
随意契約（企
画競争）

39,998
(平成31年4月19日)
令和元年10月1日

林野庁整備課造林資材班
（03-3591-5893）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/syubyo
u/kontena31.html

204
森林生態系多様性基礎
調査における精度検証
調査（第5期）

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

133,100
(平成31年4月23日)
令和元年10月1日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

205
平成31年度途上国森林
保全プロジェクト体制
強化事業

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）

27,087
(平成31年4月23日)
令和元年10月23日

林野庁計画課海外技術班
（03-3591-8449）
令和２年６月以降公表予定
公表手続の関係上、令和２年度夏頃までに公表予
定。

206
平成31年度森林作業シ
ステム高度技能者育成
事業

一般社団法人フォレスト・サーベイ
法人番号

4030005004254
随意契約（企
画競争）

36,242
(平成31年4月26日)
令和元年10月1日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/kikai/
jigyo.html

207
「クリーンウッド」普
及促進事業のうち違法
伐採関連情報の提供

一般社団法人全国林業改良普及協会
法人番号

4010405009441
随意契約（企
画競争）

8,048
(令和元年5月13日)
令和元年10月1日

林野庁木材利用課合法伐採木材利用推進班
（03-6744-2496）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/

208
森林資源調査データ解
析（第5期）

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

110,000
(令和元年5月15日)
令和元年10月1日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

209
令和元年度治山技術基
準改定調査事業

株式会社森林テクニクス
法人番号

9010001100244
一般競争入札
（総合評価）

10,010
(令和元年5月16日)
令和元年12月5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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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

210
令和元年度低密度植栽
技術の導入に向けた調
査委託事業

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

22,550
(令和元年5月20日)
令和元年10月1日

林野庁整備課造林企画班
（03-3502-8065）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_
seibi/R01mitudo.html



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）
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211

令和元年度山地保全調
査（水源森林保全調
査・有明海等の閉鎖性
海域と森林に関する調
査）委託事業

令和元年度山地保全調査（水源森林保
全調査・有明海等の閉鎖性海域と森林
に関する調査）委託事業共同事業体代
表　株式会社パスコ

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

39,138
(令和元年5月24日)
令和2年3月5日

林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
令和２年６月以降公表予定

212

令和元年度森林整備が
表層崩壊防止機能に及
ぼす効果等に関する検
討調査委託事業

国土防災技術株式会社
法人番号

9010401010035
一般競争入札
（総合評価）

9,200
(令和元年5月24日)
令和2年2月18日

林野庁治山課水源地治山指導班
（03-6744-2309）
令和２年６月以降公表予定

213
令和元年度森林整備保
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

法人番号
3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

9,790
(令和元年5月24日)
令和元年10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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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

214
令和元年度流域山地災
害等対策調査(森林保
全対策調査)委託事業

株式会社自然産業研究所
法人番号

8160001004704
一般競争入札
（総合評価）

5,500
(令和元年5月30日)
令和元年10月1日

林野庁治山課企画班企画係
（03-3502-8074）
令和２年６月以降公表予定

215
令和元年度スマート林
業構築普及展開事業

令和元年度スマート林業構築普及展開
事業共同企業体

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

7,810
(令和元年6月10日)
令和元年10月1日

林野庁計画課全国森林計画班
（03-6744-2300）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smart
forest/smart_forestry.html

216

令和元年度森林整備保
全事業推進調査事業
(航空写真等を活用し
た被災箇所の簡易な判
読手法検討調査)

株式会社森林テクニクス
法人番号

9010001100244
一般競争入札
（総合評価）

9,130
(令和元年6月12日)
令和元年10月1日

林野庁整備課災害対策班
（03-6744-2304）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

217

令和元年度多様な担い
手育成事業のうち女性
林業者の活躍促進のた
めの課題解決

一般社団法人全国林業改良普及協会
法人番号

4010405009441
随意契約（企
画競争）

2,816
(令和元年6月17日)
令和元年10月1日

林野庁研究指導課普及教育班
（03-3502-5721）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fuky
uu/rinken.html

218
令和元年度持続可能な
森林づくりイノベー
ション創出事業

一般社団法人ビジネス・エンジニアリ
ング・センター

法人番号
1010005024166

一般競争入札
（総合評価）

6,996
(令和元年6月19日)
令和元年10月1日

林野庁整備課造林間伐企画班
（03-3502-8065）
令和２年６月以降公表予定

219

令和元年度森林吸収源
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)

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

37,290
(令和元年6月25日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

220

令和元年度国有林野成
長予測モデル整備等業
務委託事業（スマート
林業構築普及展開事業
（国有林におけるICT
活用））

アジア航測株式会社
法人番号

6011101000700
随意契約（企
画競争）

14,718
(令和元年6月27日)
令和元年10月1日

林野庁経営企画課経営計画班
（03-3502-8347）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定
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221

令和元年度国産材を活
用した木造建築におけ
るサプライチェーン最
適化モデルの調査検討
委託事業

株式会社ＤＴＳ
法人番号

9010401018458
一般競争入札
（総合評価）

2,992
(令和元年7月1日)
令和元年10月1日

林野庁企画課企画第一班
（03-3502-8036）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

222

平成31年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業(長期戦略イノ
ベーション調査)

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

8,855
(令和元年7月3日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

223

平成31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(現地業
務)(北海道・東北ブ
ロック)

一般社団法人フォレスト・サーベイ
法人番号

4030005004254
一般競争入札 8,030

(令和元年7月4日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

224

令和元年度森林資源を
活用した新たな山村活
性化に向けた調査検討
事業

平成31年度森林資源を活用した新たな
山村活性化に向けた調査検討事業実施
共同事業体

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

9,900
(令和元年7月4日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課山村振興企画班
（03-3502-0048）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei
/sangyou/houkokusyo_202003.html

225

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(九州ブロック)

熊本県森林組合連合会
法人番号

1330005001587
一般競争入札 8,778

(令和元年7月5日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

226
令和元年度森林・山村
多面的機能発揮対策評
価検証事業

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）

8,591
(令和元年7月5日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課山村振興指導班
（03-3502-0048）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamente
ki.html

227

令和元年度治山事業積
算基準等分析調査（治
山施設長寿命化対策及
び新規歩掛の作成等に
係る調査）事業

株式会社山地防災研究所
法人番号

6070001018401
一般競争入札
（総合評価）

7,920
(令和元年7月11日)
令和元年10月1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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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

228
令和元年度森林環境保
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
法人番号

6070001018401
一般競争入札
（総合評価）

8,184
(令和元年7月11日)
令和元年10月1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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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

229

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(関東ブロック)

グリーン航業株式会社
法人番号

6010001015255
一般競争入札 9,449

(令和元年7月16日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

230

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(中部ブロック)

株式会社ＧＴフォレストサービス
法人番号

5010601052525
一般競争入札 7,480

(令和元年7月16日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定
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231

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(中国ブロック)

株式会社ＧＴフォレストサービス
法人番号

5010601052525
一般競争入札 8,778

(令和元年7月16日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

232

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(四国ブロック)

株式会社ＧＴフォレストサービス
法人番号

5010601052525
一般競争入札 3,278

(令和元年7月16日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

233

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業「森林経営」対象
森林率調査(現地業
務)(近畿ブロック)

株式会社一成
法人番号

8140001042490
一般競争入札 9,632

(令和元年7月17日)
令和元年10月1日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

234
令和元年度当年生苗導
入調査委託事業

「令和元年度当年生苗導入調査委託事
業」共同事業体　代表機関　一般社団
法人日本森林技術協会

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

9,350
(令和元年7月17日)
令和元年10月1日

林野庁業務課森林整備班
（03-6744-2325）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

235

令和元年度山地保全調
査（新たな治山・地す
べり対策計画手法検討
調査）

一般財団法人リモート・センシング技
術センター

法人番号
8010405009768

一般競争入札
（総合評価）

18,150
(令和元年7月22日)
令和元年10月1日

林野庁治山課施設実行班
（03-3502-8208）
令和２年６月以降公表予定

236

令和元年度林業成長産
業化地域の取組の分
析・評価等に係る調査
委託事業

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）

7,150
(令和元年8月8日)
令和元年10月1日

林野庁計画課流域管理班
（03-6744-2300）
令和２年６月以降公表予定

237

令和元年度流域山地災
害等対策調査業務（大
規模な地震による山地
災害の発生形態等分析
調査）

国土防災技術株式会社
法人番号

9010401010035
一般競争入札
（総合評価）

9,680 令和元年9月10日
林野庁治山課施設実行班
（03-3502-8208）
令和２年６月以降公表予定

238
令和元年度森林整備保
全事業推進調査

一般財団法人林業経済研究所
法人番号

4010005013397
一般競争入札
（総合評価）

4,400 令和元年9月12日

林野庁計画課企画班
（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。）
【成果物の概要】　令和元年度から開始された森
林整備保全事業計画の成果指標の改善に向け、人
工林の高齢級化・大径木化等の新たな課題につい
ての調査検討を行う。あわせて、人工林の針広混
交林化・広葉樹林化に関する既存の知見の収集・
整理を行った。

239
令和元年度森林資源情
報整備技術実証事業
（国有林）

アジア航測株式会社
法人番号

6011101000700
一般競争入札
（総合評価）

12,760 令和元年9月17日
林野庁経営企画課経営計画班
（03-3502-8347）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

240

令和元年度森林整備保
全事業の工事費算定に
係る間接工事費動向調
査検討業務

株式会社山地防災研究所
法人番号

6070001018401
一般競争入札
（総合評価）

2,596 令和元年9月18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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
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形　　態

確定額
（※１）

契約締結日
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241
令和元年度シカ被害対
策普及加速事業

株式会社野生動物保護管理事務所
法人番号

1012301006038
一般競争入札
（総合評価）

9,977 令和元年9月25日
林野庁研究指導課森林保護企画班
（03-3502-1063）
令和２年６月以降公表予定

242

令和元年度森林吸収源
インベントリ情報整備
事業（パリ協定の詳細
ルール合意を見据えた
技術的課題の分析・検
討）

一般社団法人日本森林技術協会
法人番号

2010005017342
一般競争入札
（総合評価）

19,250 令和元年9月27日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

243
令和元年度国有林にお
ける木材供給手法にか
かる調査業務

有限責任監査法人トーマツ
法人番号

5010405001703
随意契約（企
画競争）

50,926
(令和元年7月4日)
令和元年10月1日

林野庁経営企画課企画班
（03-6744-2291）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/m
okuhan/aratana.html

244

令和元年度中高層建築
物を中心としたＣＬＴ
等新たな木質建築部材
利用促進・定着事業
（デベロッパー等への
普及）

特定非営利活動法人建築技術支援協会
法人番号

1010005004845
随意契約（企
画競争）

15,172
(令和元年7月11日)
令和元年10月1日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
https://www.psats.or.jp/katsudou/hojyokin-
seikabutu.html［外部リンク］

245

令和元年度中高層建築
物を中心としたＣＬＴ
等新たな木質建築部材
利用促進・定着事業
（国による開発）

代表提案者：公益財団法人日本住宅・
木材技術センター
共同提案者：一般社団法人日本ＣＬＴ
協会、株式会社日本システム設計

法人番号
5010605002253

随意契約（企
画競争）

26,986
(令和元年7月16日)
令和元年10月1日

林野庁木材産業課木材技術班
（03-6744-2294）
http://www.nittem.co.jp/blank-2［外部リン
ク］

246

令和元年度中高層建築
物を中心としたＣＬＴ
等新たな木質建築部材
利用促進・定着事業
（ＢＩＭを活用したデ
ジタル施工事例集の作
成支援）

公益財団法人日本住宅・木材技術セン
ター

法人番号
5010605002253

随意契約（企
画競争）

10,042
(令和元年7月17日)
令和元年10月1日

林野庁木材産業課住宅資材班
（03-6744-2295）
https://www.howtec.or.jp/publics/index/102/
［外部リンク］

247

令和元年度治山事業積
算基準等分析調査(施
工パッケージ調査解析
業務及び積算支援業
務)

一般財団法人経済調査会
法人番号

1010005002667
随意契約（企
画競争）

6,626
(令和元年7月22日)
令和元年10月1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（林野庁計画課
施工技基準
（03-3502-6882））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

248

令和元年度国有林にお
ける木材供給手法にか
かる立木価格調査検討
業務

一般財団法人日本木材総合情報セン
ター

法人番号
8010005004211

随意契約（企
画競争）

8,087
(令和元年8月27日)
令和元年10月1日

林野庁業務課供給企画班供給係
（03-3593-1675）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/
mokuhan/aratana.html

249

令和元年度リモートセ
ンシング技術を活用し
た収穫調査の効率化手
法検討委託事業

「令和元年度リモートセンシング技術
を活用した収穫調査の効率化手法検討
委託事業」共同企業体　代表機関　一
般財団法人日本森林林業振興会

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

19,994
(令和元年8月29日)
令和元年10月1日

林野庁業務課供給企画班供給計画係
（03-3593-1675）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/gijutu/
syuukaku_kourituka.html

250
令和元年度シカ被害対
策推進調査事業

シカ被害対策推進調査事業共同企業体
【代表】株式会社野生鳥獣対策連携セ
ンター

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

6,050 令和元年10月7日
林野庁計画課森林保険企画班
（03-6744-2246）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定
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251
令和元年度海岸防災林
の保育管理のためのガ
イドライン策定調査

国土防災技術株式会社
法人番号

9010401010035
一般競争入札
（総合評価）

13,200 令和元年10月31日
林野庁治山課施設実行班
（03-3502-8208）
令和２年６月以降公表予定

252

令和元年度流域山地災
害等対策調査（通信困
難エリアにおける山地
災害対策に係る調査手
法検討業務）事業

ＥＳＲＩジャパン株式会社
法人番号

6010001101113
随意契約（企
画競争）

18,780 令和元年11月28日
林野庁業務課災害対策班
（03-3502-8349）
成果物は「成果物一覧表」で公表予定

253
令和元年度「森林サー
ビス産業」緊急対策事
業

森林サービス産業プロモーション共同
企業体

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

69,880
(令和2年3月4日)
令和2年3月31日

林野庁森林利用課美しい森林づくり推進担当
（03-3502-8243）
令和３年以降公表予定

254

令和元年度「クリーン
ウッド」利用推進事業
のうちクリーンウッド
法定着実態調査事業

一般社団法人全国木材組合連合会
法人番号

3010005003201
一般競争入札
（総合評価）

9,350
(令和2年3月6日)
令和2年3月31日

林野庁木材利用課合法伐採木材利用推進班
（03-6744-2496）
令和３年以降公表予定

255

令和元年度「クリーン
ウッド」利用推進事業
のうち海外情報収集事
業

令和元年度「クリーンウッド」利用推
進事業のうち海外情報収集事業共同事
業体

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

39,800
(令和2年3月6日)
令和2年3月31日

林野庁木材利用課合法伐採木材利用推進班
（03-6744-2496）
令和３年以降公表予定

256
渚泊の効果的な推進方
策検討調査

「渚泊の効果的な推進方策検討調査」
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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

18,590
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

257
効果的な漁村活性化推
進方策検討調査

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
（総合評価）

13,640
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

258

規制緩和に対応した
フィッシャリーナ整備
による地域活性化等検
討調査

①公益社団法人全国漁港漁場協会
②一般財団法人漁港漁場漁村総合研究
所

法人番号
①2010405007851
②1010005000142

一般競争入札
（総合評価）

14,900
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

259
水産都市の活性化に向
けた連携施策の事業化
等調査

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
（総合評価）

14,630
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

260
漁港計画策定手法の高
度化検討調査

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
（総合評価）

11,660
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定
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261
漁港における衛生管理
基準のあり方等調査

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
（総合評価）

19,850
(平成31年4月1日)
令和元年12月26日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

262
漁港防災減災対策基礎
情報調査

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
（総合評価）

11,660
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

263
ストック効果に係る評
価手法の充実化等調査

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
（総合評価）

16,126
(平成31年4月1日)
令和元年12月26日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

264
漁港ストック有効活用
検討調査

「漁港ストック有効活用検討調査」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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

9,604
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

265
漁港漁場施設の設計手
法の高度化検討調査

漁港漁場施設の設計手法の高度化検討
調査共同研究機関　代表機関　国立研
究開発法人水産研究・教育機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

24,884
(平成31年4月2日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

266
漁港漁場施設の長寿命
化対策検討調査

漁港漁場施設の長寿命化対策検討調査
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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

19,788
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

267
漁港漁場分野における
ICT活用検討調査

①一般社団法人水産土木建設技術セン
ター
②公益社団法人全国漁港漁場協会
③一般財団法人漁港漁場漁村総合研究
所
④一般社団法人全日本漁港建設協会

法人番号
①7010005003065
②2010405007851
③1010005000142
④6010005019062

一般競争入札
（総合評価）

24,640
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

268
藻場回復・保全技術の
高度化検討調査

藻場回復・保全技術の高度化検討調査
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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

27,451
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

269

天然コンブの生育に好
適な海洋環境条件の解
明に基づく漁場造成適
地選定手法の開発

「天然コンブ」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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

4,949
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

270
北方海域広域分布資源
を対象とした漁場整備
方策検討調査

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
（総合評価）

19,580
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定
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271
大水深域の漁場整備に
おける効果評価及び整
備技術の開発

「大水深域の漁場整備における効果評
価及び整備技術の開発」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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

29,248
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

272

アサリ漁業復活のため
の大規模漁場整備技
術・維持管理手法の開
発

「アサリ漁業復活のための大規模漁場
整備技術・維持管理手法の開発」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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

23,411
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

273
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

法人番号
①4010405007817
②1010401078435
③7010901005494
④3120001007698
⑤9010701007648

一般競争入札
（総合評価）

111,991
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
令和２年７月以降公表予定

274
水産多面的機能発揮対
策支援委託事業

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公益社団法人全国豊かな海づくり推
進協会
④一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

法人番号
①5010005002234
②7010405001858
③8010005003106
④7010005003065
⑤9020001064273

一般競争入札
（総合評価）

99,880
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁計画課企画班
（03-3501-3082）
令和２年７月以降公表予定

275

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
業のうちまぐろ類流通
調査分析事業

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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

22,921
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
令和２年７月以降公表予定

276

平成31年度地域水産開
発調査事業のうち地域
水産物新規流通発掘調
査事業

公益財団法人海外漁業協力財団
法人番号

6010405010447
一般競争入札
（総合評価）

39,911
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課海外漁業協力第2班
（03-6744-2366）
令和２年７月以降公表予定

277
平成31年度地域水産開
発調査事業のうち地域
漁業課題抽出事業

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
（総合評価）

17,356
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課海外漁業協力第1班
（03-6744-2367）
令和２年７月以降公表予定

278

平成31年度ＩＣＴを利
用した漁業技術開発事
業のうちスマート沿岸
漁業推進事業

①国立大学法人九州大学
②国立大学法人長崎大学
③福岡県
④佐賀県
⑤長崎県総合水産試験場
⑥ＪＦＥアドバンテック株式会社
⑦いであ株式会社

法人番号
①3290005003743
②3310005001777
③6000020400009
④1000020410004

⑤-
⑥9140001068394
⑦7010901005494

一般競争入札
（総合評価）

84,780 平成31年4月1日
水産庁研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
令和２年７月以降公表予定

279
平成31年度有明海のア
サリ等の生産性向上実
証事業

平成31年度有明海のアサリ等の生産性
向上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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

325,248 平成31年4月1日
水産庁研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
令和２年７月以降公表予定

280

平成31年度漁場環境改
善推進事業のうちリ
モートセンシングを活
用した有害赤潮の種判
別手法の開発

リモートセンシングを活用した有害赤
潮の種判別手法の開発　共同実施機関
代表機関　株式会社パスコ

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

13,891
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁研究指導課先端技術班
（03-3591-7410）
令和２年７月以降公表予定
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281

平成31年度漁場環境改
善推進事業のうち栄養
塩、赤潮・貧酸素水塊
に対する被害軽減技術
等の開発

栄養塩、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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

107,998
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁漁場資源課漁場保全調整班
（03-6744-2382）
令和２年７月以降公表予定

282

平成31年度漁場環境改
善推進事業のうち海洋
プラスチックを摂食し
た魚介類の生態的情報
等の調査

国立研究開発法人水産研究・教育機構
法人番号

1020005004051
一般競争入札
（総合評価）

5,418
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁漁場資源課海洋保全班
（03-6744-2382）
令和２年７月以降公表予定

283
平成31年度さけ・ます
等栽培対象資源対策事
業

さけ・ます等栽培対象資源対策事業共
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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

252,066
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課栽培漁業指導班
（03-6744-2385）
令和２年９月以降公表予定

284
平成31年度環境収容力
推定手法開発事業

環境収容力推定手法開発事業共同研究
機関 代表機関　国立研究開発法人水産
研究・教育機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

34,910
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

285
平成31年度効果的な放
流手法検討事業

効果的な放流手法検討事業共同研究機
関 代表機関　国立研究開発法人水産研
究・教育機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

21,040
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

286
平成31年度効果的な外
来魚抑制管理技術開発
事業

効果的な外来魚抑制管理技術開発事業
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

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

6,037
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

287
平成31年度先端技術を
活用したカワウ被害対
策開発事業

カワウ被害対策開発事業共同研究機関
代表機関　国立研究開発法人水産研
究・教育機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

6,300
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面指導班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

288
平成31年度シラスウナ
ギのトレーサビリティ
手法確立事業

シラスウナギのトレーサビリティ手法
確立事業共同研究機関　代表機関　一
般社団法人全日本持続的養鰻機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

11,041
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面企画班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

289
平成31年度シラスウナ
ギ池入数量管理システ
ム開発事業

株式会社ラユニオン・パブリケーショ
ンズ

法人番号
6010001031913

一般競争入札
（総合評価）

16,280
(平成31年4月3日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課内水面企画班
（03-3502-8489）
令和２年９月以降公表予定

290
平成31年度養殖業成長
産業化技術開発事業

養殖業成長産業化技術開発共同研究機
関 代表機関　国立研究開発法人水産研
究・教育機構

法人番号
-

一般競争入札
（総合評価）

279,992
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課養殖企画班
（03-3502-0895）
令和２年９月以降公表予定



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）

契約締結日
（※２）

成　果　物　閲　覧　先

291
平成31年度地下海水を
用いた陸上養殖適地調
査事業

マリンバイオテクノロジー株式会社
法人番号

3310001012051
一般競争入札
（総合評価）

16,500
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課養殖企画班
（03-3502-0895）
令和２年９月以降公表予定

292
平成31年度養殖用種苗
生産拡大調査・検討事
業

一般社団法人全国水産技術者協会
法人番号

4010405007817
一般競争入札
（総合評価）

9,988
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁栽培養殖課養殖企画班
（03-3502-0895）
令和２年９月以降公表予定

293

平成31年度厳しい環境
条件下におけるサンゴ
礁の面的保全・回復技
術開発実証委託事業

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国立研究開発法人水産研究・教育機
構

法人番号
①7010005003065
②2010501016723
③9010001008669
④1020005004051

一般競争入札
（総合評価）

152,350
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁整備課設計班
（03-6744-2390）
令和２年７月以降公表予定

294
平成31年度海岸保全施
設設計等技術検討調査
委託事業

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
（総合評価）

8,965
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁防災漁村課海岸班
（03-3502-5304）
令和２年７月以降公表予定

295
令和元年度漁業生産資
材供給調査事業

株式会社自然産業研究所
法人番号

8160001004704
一般競争入札
（総合評価）

11,000
(令和元年7月29日)
令和元年10月1日

水産庁水産経営課企画調整班
（03-3502-8418）
令和２年７月以降公表予定

296

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
業のうち漁獲情報包括
管理事業

漁獲情報包括管理事業共同研究機関
代表機関国立研究開発法人水産研究・
教育機構

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

34,724
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
令和２年７月以降公表予定

297

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
業のうち操業管理・海
外漁場情報活用事業

国際資源操業管理・海外漁場情報活用
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

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

60,717
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
令和２年７月以降公表予定

298

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
業のうち漁獲情報包括
管理事業のうち電子タ
グ導入による流通管理

電子タグによる流通管理事業共同企業
体　代表企業一般社団法人責任あるま
ぐろ漁業推進機構

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

5,960
(平成31年4月1日)
令和元年12月10日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
令和２年７月以降公表予定

299

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
業のうち輸入まぐろ類
流通管理事業

①一般社団法人漁業情報サービスセン
ター
②株式会社マイトベーシックサービス
③一般社団法人責任あるまぐろ漁業推
進機構

法人番号
①4010005005675
②2011101026261
③4010405002743

随意契約（企
画競争）

80,000
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
令和２年７月以降公表予定

300

平成31年度包括的な国
際資源管理体制構築事
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

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

268,065
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課かつお・まぐろ班
海洋漁業資源管理班
（03-6744-2364、03-3502-8204）
非公表（地域漁業管理機関の議論・入漁交渉等に
影響を及ぼす情報があるため）
【成果物の概要】科学オブザーバーによる収集
データ
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301
平成31年度ＥＵ・ＨＡ
ＣＣＰ認定施設指導・
監視事業

一般社団法人大日本水産会
法人番号

6010405000489
随意契約（企
画競争）

22,319
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

食料産業局輸出先国規制対策課国内円滑化対応
チーム
（03-6744-7184）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/yusyutu_shinsei_ousyu_nintei.html［外部リ
ンク］

302
令和元年度個別プロ
ジェクト評価事業

①公益財団法人水産物安定供給推進機
構
②株式会社水土舎

法人番号
①6010005000146
②9020001064273

随意契約（企
画競争）

21,110
(令和元年7月18日)
令和元年10月8日

水産庁加工流通課調整班
（03-6744-2350）
令和２年７月以降公表予定

303
平成31年ＥＥＺ内資
源・漁獲管理体制強化
事業

EEZ内資源・漁獲管理体制強化事業　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

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

136,650
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁管理調整課資源管理基準班
（03-5510-3303）
令和２年７月以降公表予定

304
平成31年度鯨資源調査
等対策委託事業のうち
DNA検査事業

一般財団法人日本鯨類研究所
法人番号

2010005003623
随意契約（競
争性無）

12,396
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課捕鯨室
（03-3502-2443）
令和２年７月以降公表予定

305
平成31年度鯨資源調査
等対策委託事業のうち
鯨資源調査事業

一般財団法人日本鯨類研究所
法人番号

2010005003623
随意契約（競
争性無）

339,777
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁国際課捕鯨室
（03-3502-2443）
令和２年７月以降公表予定

306

平成31年度ウナギ種苗
の商業化に向けた大量
生産システムの実証事
業

平成31年度ウナギ種苗の商業化に向け
た大量生産システムの実証事業　共同
実施機関代表者一般社団法人マリノ
フォーラム２１

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

366,058
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁研究指導課企画調整班
（03-3502-0358）
令和３年以降公表予定
本事業の成果については、令和３年９月ころ、平
成29年度から令和２年度までにおける事業成果の
概要版を公表する予定。なお、詳細版は、継続中
の本事業において予定される研究開発及び成果物
の特許申請などに支障が出るおそれがあるため、
非公表とする。

307
平成31年度放射能調査
研究費による研究開発
に係る委託事業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
法人番号

1020005004051
随意契約（競
争性無）

108,001 平成31年4月1日
水産庁研究指導課水産研究開発班
（03-6744-2030）
令和２年７月以降公表予定

308

平成31年度スマート水
産業推進事業のうち資
源・漁獲情報ネット
ワーク構築委託事業

資源・漁獲情報ネットワーク構築委託
事業共同実施機関　代表機関　国立研
究開発法人水産研究・教育機構

法人番号
-

随意契約（企
画競争）

383,013
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁漁場資源課沿岸資源班
（03-6744-2377）
令和２年７月以降公表予定

309
平成31年度水産資源調
査・評価推進委託事業

水産資源調査・評価推進委託事業共同
実施機関　代表機関　国立研究開発法
人水産研究・教育機構

法人番号
-

随意契約（競
争性無）

4,543,276
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁漁場資源課沿岸資源班、国際資源班
（03-6744-2377、03-6744-2380）
令和２年７月以降公表予定

310

令和元年度地球環境保
全等試験研究費による
研究開発に係る委託事
業

国立研究開発法人水産研究・教育機構
法人番号

1020005004051
随意契約（競
争性無）

5,525
(令和元年5月24日)
令和元年10月1日

水産庁研究指導課企画調整班
（03-3502-0358）
令和２年７月以降公表予定



番号 件　名 契約の相手方名 法人番号
契　　約
形　　態

確定額
（※１）

契約締結日
（※２）

成　果　物　閲　覧　先

311
水産物流通調査委託事
業（平成３１年）

一般社団法人漁業情報サービスセン
ター

法人番号
4010005005675

一般競争入札
（総合評価）

37,034
(平成31年4月1日)
令和元年10月1日

水産庁加工流通課企画調査班
（03-5547-6887）
令和２年１２月以降公表予定

312

令和元年度釣り（遊
漁）と漁業の共存及び
資源管理の推進に関す
る政策的検討に係る委
託調査事業

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）

8,007
(令和元年8月9日)
令和元年10月1日

水産庁管理調整課沿岸遊漁室
（03-3502-8476）
令和２年７月以降公表予定

313

令和元年度漁業系プラ
スチック廃棄物の排
出・処理の実態把握に
向けた調査事業

日本エヌ・ユー・エス株式会社
法人番号

8011101057185
一般競争入札
（総合評価）

4,378 令和元年9月20日
水産庁漁場資源課海洋保全班
（03-6744-2382）
令和２年７月以降公表予定

（※１）翌年度に繰り越した事業は、額が確定していないため、契約金額を記載。
（※２）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。


