
【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 10,800 平成26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27年6月頃公表予定

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）

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 5,368 平成26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27年6月頃公表予定

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）

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 4,565 平成26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27年6月頃公表予定

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 5,940 平成26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27年6月頃公表予定

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 8,856 平成26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27年6月頃公表予定

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）

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 4,971 平成26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27年6月頃公表予定

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 6,750 平成26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_2014.h
tml）で公表中。

8
平成26年度アジア太平洋地
域における食料安全保障の
強化事業

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 23,998 平成26年4月1日
大臣官房国際部国際経済課貿易関税等チーム
（03-6738-6156）
（http://www.apip-apec.com/）に随時公表

9
平成２６年度種苗特性分類
調査（キリ属）委託事業

独立行政法人森林総合研究
所

一般競争入札 790 平成26年4月1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

10
平成２６年度種苗特性分類
調査（アガウェ　アッテヌ
アタ種）委託事業

公益社団法人園芸文化協会 一般競争入札 961 平成26年4月1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

11
平成２６年度種苗特性分類
調査（こけもも種）委託事
業

公益社団法人園芸文化協会 一般競争入札 946 平成26年4月1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

12
平成26年度牛肉トレーサビ
リティ業務委託事業（DNA照
合用サンプル採取）

公益社団法人日本食肉格付
協会

随意契約
（競争性無）

201,490 平成26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、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。

13

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（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

随意契約
（企画競争）

15,541 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

14

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（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

随意契約
（企画競争）

15,515 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

15

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（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

随意契約
（企画競争）

2,800 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

16

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（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

随意契約
（企画競争）

2,224 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

17

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（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

随意契約
（企画競争）

2,110 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

18

平成26年度発生予察の手法
検討委託事業（事業メ
ニュー「土壌病害虫総合的
防除技術確立事業」）

イーサポートリンク株式会
社

随意契約
（企画競争）

4,561 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

19

平成26年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「スルファモイルダ
プソンの催奇形性試験」

公益財団法人食品農医薬品
安全性評価センター

一般競争入札 14,558 平成26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】
スルファモイルダプソンの催奇形性試験を実施し、催奇形性を評
価する。

平成２６年度　委託調査費の支出状況（年間）

番号 件　名 契 約 の 相 手 方 名
契 約
形 態

契　約
金　額

(確定額)

契 約 締 結 日
成　果　物　閲　覧　先

（※（※２） （※） （※） 



番号 件　名 契 約 の 相 手 方 名
契 約
形 態

契　約
金　額

(確定額)

契 約 締 結 日
成　果　物　閲　覧　先

（※（※２） （※） （※） 

20

平成26年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業　事業メ
ニュー「ピリメタミンの催
奇形性試験」

公益財団法人食品農医薬品
安全性評価センター

一般競争入札 13,046 平成26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】
ピリメタミンの催奇形性試験を実施し、催奇形性を評価する。

21

平成26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
の反復投与毒性試験」

株式会社シミックバイオリ
サーチセンター

一般競争入札 9,558 平成26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反復投与毒性試験を実施し、反復投与毒性を
評価する。

22

平成26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）

株式会社コンティグ・アイ 一般競争入札 22,986 平成26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（サンプルの保管状況については、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、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。

23
平成26年度農産物輸出促進
のための新たな防疫体系の
確立・導入事業（茶）

①国立大学法人大阪大学
②独立行政法人農業環境技
術研究所
③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 56,033 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

24
平成26年度農産物輸出促進
のための新たな防疫体系の
確立・導入事業（生果実）

①国立大学法人大阪大学
②独立行政法人農業環境技
術研究所
③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 29,420 平成26年4月1日
消費・安全局植物防疫課 防除班
（03-3502-3382）
平成27年4月公表予定

25
平成26年度収入保険制度検
討調査事業（法人経営体）

公益社団法人全国農業共済
協会

一般競争入札 51,439
（平成26年4月1日）

平成27年1月5日

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

26
平成26年度収入保険制度検
討調査事業（個人経営体）

公益社団法人全国農業共済
協会

一般競争入札 172,797
（平成26年4月1日）

平成27年1月5日

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

27
平成26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）

155,508 平成26年4月1日

水産庁管理課ＴＡＣ班
（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

28

平成26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）

64,843 平成26年4月1日
水産庁加工流通課調査係
（03-3591-5612）
平成27年5月公表予定

29
平成26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

①一般社団法人漁業情報
サービスセンター、②株式
会社キュービックアイ

随意契約
（企画競争）

53,818 平成26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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

30
平成26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）

45,170 平成26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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

31
平成26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）

799,606 平成26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27年3月末公表予定

32
平成26年度さけ・ます陸揚
検査事業

一般社団法人日本貨物検数
協会

随意契約
（企画競争）

9,192 平成26年4月1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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

33
平成26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26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

随意契約
（公募）

322,453 平成26年4月1日
水産庁研究指導課資源増殖技術班企画係
（03-3591-7410）
平成27年5月末公表予定

34
平成26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

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

随意契約
（企画競争）

44,387 平成26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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

35

平成26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）

8,532 平成26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27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26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）

1,328,337 平成26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26年9月16日公表
詳細版については平成27年3月末公表予定

37
平成26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）

19,926 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

38
平成26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）

20,952 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

39
平成26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」

一般財団法人漁港漁場漁村
総合研究所

随意契約
（公募）

54,240 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定
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40
平成26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）

69,950 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

41
平成26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

随意契約
（公募）

30,400 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

42
平成26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

随意契約
（公募）

9,482 平成26年4月1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

43
平成26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

随意契約
（公募）

28,944 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

44

平成26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」

一般財団法人漁港漁場漁村
総合研究所

随意契約
（公募）

29,916 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

45
平成26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
（公募）

112,000 平成26年4月1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

46
平成26年度太平洋サケ資源
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

随意契約
（公募）

76,934 平成26年4月1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27年9月公表予定

47
平成26年度鰻生息状況等緊
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

随意契約
（公募）

32,044 平成26年4月1日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成27年7月公表予定

48
平成26年度内水面資源生息
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

随意契約
（公募）

17,500 平成26年4月1日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成27年7月公表予定

49
平成26年度放流用種苗育成
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

随意契約
（公募）

9,436 平成26年4月1日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成27年7月公表予定

50
平成26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）

6,751 平成26年4月1日
水産庁栽培養殖課内水面班養殖指導係
（03-3502-8489）
平成27年7月公表予定

51

平成26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

随意契約
（公募）

98,101 平成26年4月1日
水産庁研究指導課先端技術班企画係
（03-3591-7410）
平成27年9月公表予定

52
平成26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

随意契約
（公募）

75,947 平成26年4月1日
水産庁研究指導課先端技術班企画係
（03-3591-7410）
平成27年9月公表予定

53

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）

25,518 平成26年4月1日
水産庁栽培養殖課栽培養殖専門官
（03-3502-8489）
平成27年7月公表予定

54
平成26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 338,186 平成26年4月1日

水産庁研究指導課調査係
（03-6744-2030）
調査結果は水産庁HPで随時公表
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html）

55
平成26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 13,380 平成26年4月1日
水産庁国際課協力協定係
（03-6744-2367）
平成27年6月末目処公表予定

56

平成26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 57,870 平成26年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6744-2379）
平成27年7月末目処公表予定

57

平成26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・貧酸素水塊発生機
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 63,929 平成26年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6744-2379）
平成27年7月末目処公表予定

58

平成26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 4,120 平成26年4月1日
水産庁漁場資源課赤潮対策係
（03-6744-2379）
平成27年7月末目処公表予定

59
平成26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 16,963 平成26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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

60
平成26年度ウナギ種苗の大
量生産システムの実証事業

平成26年度ウナギ種苗の大
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

一般競争入札 229,998 平成26年4月1日

水産庁研究指導課企画調整班
（03-3502-0358）
・報告書（概要版）については、平成27年９月までに公表予定。
・報告書（詳細版）は知財保護の観点から一定期間公表しない場
合がある。

61
平成26年度次世代型陸上養
殖の技術開発事業

次世代型陸上養殖の技術開
発事業共同研究機関 代表
者 一般社団法人マリノ
フォーラム21

一般競争入札 130,000 平成26年4月1日
水産庁研究指導課資源増殖技術班企画係
（03-3591-7410）
平成27年5月末目処公表予定
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62

平成26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 209,635 平成26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27年8月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

63
平成26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 9,500 平成26年4月1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

64

平成26年度水産基盤整備調
査委託事業「漁港における
プレジャーボート全国実態
調査」

①一般財団法人漁港漁場漁
村総合研究所、②公益社団
法人全国漁港漁場協会

一般競争入札 7,506 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

65

平成26年度水産基盤整備調
査委託事業「漁港・市場を
核とした輸出促進対策の検
討」

一般財団法人漁港漁場漁村
総合研究所

一般競争入札 24,516 平成26年4月1日
水産庁計画課調査班
（03-6744-2387）
平成27年10月末目処公表予定

66

平成26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 16,525 平成26年4月1日
水産庁漁場資源課調査第2係
（03-3502-8487）
平成27年7月末日公表予定

67
平成26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 187,410 平成26年4月1日
水産庁整備課設計班性能規定係
（03-6744-2390）
平成27年4月公表予定

68

平成26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 32,275 平成26年4月1日
水産庁整備課設計班性能規定係
（03-6744-2390）
平成27年4月公表予定

69

平成26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
村技術研究所、②独立行政
法人水産総合研究センター

一般競争入札 13,500 平成26年4月1日
水産庁整備課設計班性能規定係
（03-6744-2390）
平成27年4月公表予定

70

平成26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 3,456 平成26年4月3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27年8月公表予定

71
平成26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 16,878 平成26年4月7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

72
平成26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 28,981 平成26年4月7日

水産庁漁場資源課環境企画班国際養殖専門官
（03-3502-8487）
非公表
【成果物の概要】
　水産資源の保存管理手法としての海洋保護区の効果の事例調
査、重要海域における海洋保護区の検討、水産資源の希少性評
価、希少海洋生物の生息環境・生態調査等に関する報告書

73
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

随意契約
（企画競争）

333,796 平成26年4月9日

水産庁国際課捕鯨係
（03-3502-2443）
平成27年7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】
鯨類の資源量推定のための目視調査等の結果概要。

74
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

随意契約
（企画競争）

11,974 平成26年4月11日

水産庁国際課捕鯨係
（03-3502-2443）
平成27年7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】
鯨類の流通監視体制強化のためのDNA検査の結果概要（個人情報及
びＤＮＡ情報については非公表）。

75
平成26年度食品トレーサビ
リティ促進委託事業

株式会社富士通総研 一般競争入札 14,040 平成26年4月14日

消費・安全局表示・規格課
トレーサビリティ企画調整班企画調査係
（03-3502-5716）
平成27年3月公表予定

76

平成26年度食育活動の全国
展開委託事業（教育ファー
ム実態調査・普及推進等業
務）

株式会社教育同人社 一般競争入札 16,199 平成26年4月15日

消費･安全局消費者情報官
教育ファーム推進班
（03-3502-5723）
平成27年4月頃公表予定

77
平成26年度食育活動の全国
展開委託事業（有識者によ
る検討会及び表彰）

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 32,162 平成26年4月15日

消費･安全局消費者情報官
食育推進班
（03-3502-5723）
平成27年5月頃公表予定

78

平成２６年度フードバ
リューチェーン構築支援の
ための農林水産・食品企業
の海外進出状況調査

株式会社国際開発センター 一般競争入札 6,989 平成26年4月18日

大臣官房国際部国際協力課国際開発機構班
（03-3502-5914）
公表済
（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/a
bout.html）

79
平成26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 6,979 平成26年4月18日
水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成27年7月公表予定

80
二枚貝資源緊急増殖対策委
託事業

二枚貝資源緊急増殖共同研
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 19,681 平成26年4月18日
水産庁栽培養殖課栽培漁業企画班企画係
（03-6744-2385）
平成27年7月公表予定
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81
平成26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

随意契約
（競争性無）

35,788 平成26年4月22日

消費・安全局農産安全管理課
農薬検査班取締業務係
（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。

82
平成26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 一般競争入札 4,050 平成26年4月30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。

83
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 45,900 平成26年5月7日
大臣官房環境政策課課地球環境対策室利用推進班
（03-3502-8458）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_win_abs.html

84
平成２６年度種苗特性分類
調査（やつで種）委託事業

公益社団法人園芸文化協会 一般競争入札 1,026 平成26年5月7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

85
平成26年度森林総合監理士
等育成対策事業のうち森林
総合監理士育成事業

一般社団法人林業人材育成
支援普及センター

随意契約
（企画競争）

76,417 平成26年5月7日
林野庁森林整備部研究指導課育種班
（03-3502-5721）
平成27年度公表予定

86
平成26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 22,918 平成26年5月7日
水産庁漁場資源課環境企画班国際養殖専門官
（03-3502-8487）
平成27年5月末目処公表予定

87
平成26年度愛玩動物用飼料
の有害物質等分析調査委託
事業

一般財団法人日本冷凍食品
検査協会

一般競争入札 2,700 平成26年5月9日

消費・安全局畜水産安全管理課
粗飼料対策班リスク調査係
（03-6744-1708）
平成27年3月公表予定

88
平成26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 13,500 平成26年5月9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27年7月公表予定

89

平成26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日本大学生物資源科学部

一般競争入札 30,096 平成26年5月9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27年7月公表予定

90

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証１
号契約（岩手県釜石地
域））

株式会社オーテック
随意契約

（企画競争）
223,695 平成26年5月9日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

91

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証２
号契約（福島県いわき・南
相馬地域））

株式会社ネオナイト
随意契約

（企画競争）
177,247 平成26年5月9日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

92

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証４
号契約（栃木県那珂川地
域））

株式会社那珂川バイオマス
随意契約

（企画競争）
136,178 平成26年5月9日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

93

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証５
号契約（千葉県山武・長生
地域））

国立大学法人千葉大学
随意契約

（企画競争）
190,780 平成26年5月9日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

94

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証６
号契約（山口県地域））

山口県
随意契約

（企画競争）
127,949 平成26年5月9日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

95

平成26年度持続的養殖生
産・供給推進事業のうち養
殖魚安定生産・供給技術開
発委託事業

養殖魚安定生産・供給技術
開発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

一般競争入札 46,325 平成26年5月9日
水産庁栽培養殖課栽培養殖専門官
（03-3502-0895）
平成27年7月公表予定

96
平成26年度水産防疫対策事
業のうち「水産動物疾病の
リスク評価」

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 30,875 平成26年5月15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27年7月公表予定

97
農林水産分野における総合
的環境情報表示のあり方調
査・検討事業

一般社団法人産業環境管理
協会

一般競争入札 5,292 平成26年5月19日

大臣官房環境政策課環境管理係
（03-3502-8056）
HPに公表
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_kanri/jigyo.
html

98

平成26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）

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 5,249 平成26年5月20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。

99
平成26年度輸出戦略実行事
業

アクセンチュア株式会社
随意契約

（企画競争）
151,718 平成26年5月22日

食料産業局輸出促進グループ海外展開企画係
（03-3502-3487）
当該事業において作成された会議資料は輸出グループHPにて公開
中。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/26zikkou.h
tml
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100
都市農村交流に係る市場規
模等調査委託業務

株式会社社構研 一般競争入札 1,953 平成26年5月22日
農村振興局都市農村交流課都市農業企画係
（03-3502-5948）
調査終了時の平成27年目途公表予定

101

平成26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 7,023 平成26年5月23日

林野庁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

102

平成26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）（九州ブロック）

熊本県森林組合連合会 一般競争入札 8,640 平成26年5月26日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

103
緊急時に備えた食料の安定
供給対策推進事業

東京海上日動リスクコンサ
ルティング株式会社

随意契約
（企画競争）

12,743 平成26年5月27日
大臣官房食料安全保障課総務担当
（03-6744-2395）
平成27年6月公表予定

104
平成26年度東アジア包括的
植物品種保護戦略委託事業

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 20,520 平成26年5月28日

食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/index.
html

105

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制緩和
の働きかけのための科学的
データの整備（食品中の放
射性物質測定結果の分析・
評価）

一般財団法人日本穀物検定
協会

随意契約
（企画競争）

15,744
（平成26年5月28日）

平成26年8月27日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係
（03-6744-2061）
非公表（政府間交渉に使用する情報のため）
【成果物の概要】
日台の放射性物質検査結果の比較に関する調査結果

106

平成26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）（中国・四国ブロッ
ク）

熊本県森林組合連合会 一般競争入札 10,800 平成26年5月28日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

107
平成26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）
45,349 平成26年5月30日

大臣官房国際部国際協力課交流・研修班
（03-3592-0313）
(http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/nousui_bunya/index.
html）へ平成27年6月公表予定

108

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業委託費
（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分析
センター

一般競争入札 8,575 平成26年5月30日

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

109

平成26年度戦略的監視・診
断体制整備推進委託事業
（牛白血病診断用試薬の配
布）

独立行政法人理化学研究所
随意契約

（競争性無）
14,040 平成26年5月30日

消費・安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成27年8月公表予定

110

平成26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）（北海道ブロック）

株式会社クリタス 一般競争入札 16,969 平成26年5月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

111

平成26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 8,100 平成26年5月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

112

平成26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 8,100 平成26年5月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

113

平成26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 13,176 平成26年5月30日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

114

平成26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）（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26年5月30日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

115

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業委託費
（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））

一般社団法人日本海事検定
協会

一般競争入札 8,249 平成26年6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】
別事業で薬剤耐性率を分析するため、牛、豚の直腸便からカンピ
ロバクター、大腸菌等を分離、同定し保管する。

116

平成26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 13,500 平成26年6月2日

消費･安全局消費･安全政策課
安全対策企画班
（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】
食品中のPBDE類及びPFC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。

117
平成26年度飼養衛生管理基
準の実効性確保に関する調
査事業

学校法人酪農学園大学 一般競争入札 7,476 平成26年6月2日

消費･安全局動物衛生課病原体管理班
（03-6744-7144）
調査結果を踏まえ、飼養衛生管理基準の見直しの有無について検
討するとともに、豚流行性下痢の疫学調査に関する追加報告の必
要性の有無について検討を行い、その後公表。

118

平成26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（ウナギ）」

株式会社京都動物検査セン
ター

一般競争入札 6,696 平成26年6月2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）
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飼料添加剤のウナギ組織へ
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。
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119

平成26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（アユ）」

株式会社京都動物検査セン
ター

一般競争入札 6,048 平成26年6月2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）
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飼料添加剤のアユ組織への
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。

120

平成26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（ブリ）」

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 5,400 平成26年6月2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）
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飼料添加剤のブリ組織への
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。

121

平成26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（ニジマス）」

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 4,417 平成26年6月2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）
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飼料添加剤のニジマス組織
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。

122

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業（薬剤耐
性菌（腸球菌）の選択実態
調査事業）

一般社団法人日本海事検定
協会

一般競争入札 2,074 平成26年6月2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。

123

平成２６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

随意契約
（競争性無）

15,976 平成26年6月3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。

124

平成26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
抗原及び指示血清の製造・
配布）

アドテック株式会社
随意契約

（競争性無）
13,500 平成26年6月4日

消費･安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成27年8月公表予定

125

平成２６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）

1,627 平成26年6月5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。

126

平成26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）委託事業

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 2,074 平成26年6月6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】

127 国際標準化推進委託事業 株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 18,792 平成26年6月11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）
非公表（成果物は個人情報を含むため）
〔成果物の概要〕
食品安全マネジメント等の国際標準化に向けた検討結果等

128

平成26年度戦略的監視・診
断体制整備推進委託事業
（野生動物監視体制整備事
業）

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

一般競争入札 19,571 平成26年6月11日
消費･安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
調査結果を踏まえて、監視体制等の検証を行い、その後公表

129

平成26年度食品産業グロー
バル展開インフラ整備委託
事業のうち海外連絡協議会
設置事業

独立行政法人日本貿易振興
機構

一般競争入札 32,532 平成26年6月12日
食料産業局輸出促進グループ食品産業海外投資推進班
（03-6744-1502）
平成27年６月公表予定

130

平成26年度農薬散布時の防
護装備の基準の見直しに向
けた検討のための試験事業
（①ほ場調査）

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 10,141 平成26年6月19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。

131

平成２６年度農地土壌温室
効果ガス排出量算定基礎調
査事業（農地管理技術検
証）（畑地調査）

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

随意契約
（競争性無）

17,100 平成26年6月19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。

132
「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 8,640 平成26年6月23日

大臣官房環境政策課環境管理係
（03-3502-8056）
HPに公表
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_kanri/jigyo.
html

133

平成２６年度農地土壌温室
効果ガス排出量算定基礎調
査事業（農地管理技術検
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
（競争性無）

5,564 平成26年6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。

134

平成26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
（現地調査業務）（北海
道・東北ブロック）

一般社団法人フォレスト・
サーベイ

一般競争入札 24,602 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

135

平成26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 12,689 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない
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136

平成26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 12,301 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

137

平成26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
（現地調査業務）（近畿ブ
ロック）

株式会社緑化技研 一般競争入札 8,586 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

138

平成26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
（現地調査業務）（四国ブ
ロック）

株式会社緑化技研 一般競争入札 8,100 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

139

平成26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
（現地調査業務）（九州ブ
ロック）

熊本県森林組合連合会 一般競争入札 11,146 平成26年6月23日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

140

平成26年度食品産業グロー
バル展開インフラ整備委託
事業のうち食品関連規格基
準等調査

特定非営利活動法人国際生
命科学研究機構

一般競争入札 45,938 平成26年6月25日
食料産業局輸出促進グループ食品産業海外投資推進班
（03-6744-1502）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kaigai/h23_houkoku.html

141

平成26年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（衛
星画像等による土地利用変
化状況調査）

国際航業株式会社 一般競争入札 31,301 平成26年6月25日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

142
平成26年度石灰窒素由来メ
ラミン実証試験委託事業の
うち②生産ほ場実態調査

独立行政法人農業環境技術
研究所

随意契約
（競争性無）

4,681 平成26年6月26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

143

平成26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
（現地調査業務）（中国ブ
ロック）

株式会社一成 一般競争入札 10,119 平成26年6月26日

林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
別業務で使用するデータの基礎調査を行うものであり、報告書は
存在しない

144

平成26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 2,030 平成26年6月27日
消費･安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成27年8月公表予定

145

平成26年度農薬散布時の防
護装備の基準の見直しに向
けた検討のための試験事業
（②分析業務）

株式会社エスコ 一般競争入札 11,340 平成26年6月27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。

146
農林水産分野における地球
温暖化対策経済影響調査事
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 8,759 平成26年6月30日

大臣官房環境政策課地球温暖化班
（03-6744-2017）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_kanri/jigyo.
html

147
平成26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 25,970 平成26年6月30日
林野庁森林整備部研究指導課研究班
（03-6744-2312）
平成30年度公表予定

148
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（生食用野
菜）

株式会社LSIメディエンス 一般競争入札 15,120 平成26年7月2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

149
平成26年度産地表示適正化
対策事業委託事業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 5,424 平成26年7月2日

消費･安全局表示･規格課
食品表示・規格監視室調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、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。

150

平成26年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
事業（被災地産品を中心と
した日本食品輸出回復のた
めのプロモーション（香港
Food Expo2014における情報
発信））

株式会社電通 一般競争入札 27,597 平成26年7月3日
食料産業局輸出促進グループ輸出産地支援係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

151
平成26年度産地表示適正化
対策事業委託事業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 5,424 平成26年7月3日

消費･安全局表示･規格課
食品表示・規格監視室調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、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。

152
平成26年度産地表示適正化
対策事業委託事業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 5,424 平成26年7月3日

消費･安全局表示･規格課
食品表示・規格監視室調整指導班指導係
（03-6744-2100）
非公表（成果物は、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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153
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（食鳥処理
施設）

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 4,093 平成26年7月3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】
食鳥処理施設において、食鳥の盲腸内容物等を採取し、カンピロ
バクターの検査を実施した実態調査結果。

154

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業委託費
（と畜場等における薬剤耐
性モニタリング③（平成25
年度に家畜や肉用鶏から分
離した菌株の薬剤耐性率等
の分析）

一般社団法人日本海事検定
協会

一般競争入札 4,768 平成26年7月3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、と畜場及び食鳥処理場で採材した家畜のふん便等から
分離したカンピロバクター、大腸菌及びサルモネラのにおける薬
剤耐性率を調査。

155
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（肉用鶏農
場）

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 3,132 平成26年7月3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】
肉用鶏農場において、ソックススワブ等を採取し、カンピロバク
ター等の検査を実施した実態調査結果。

156
平成26年度新分野JAS規格化
事業委託事業

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 4,300 平成26年7月7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27年6月公表予定

157

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（調
理済みひじき製品中のヒ素
含有実態調査）

一般財団法人日本冷凍食品
検査協会

一般競争入札 2,760 平成26年7月8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】
調理済みヒジキ製品中の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実態調査結果。

158

平成26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

一般競争入札 33,372 平成26年7月9日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

159

平成26年度石灰窒素由来メ
ラミン実証試験委託事業の
うち①石灰窒素水和造粒品
連用試験

一般財団法人材料科学技術
振興財団

一般競争入札 2,136 平成26年7月10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）
石灰窒素水和造粒品の連用試験を複数年度にわたって実施する予
定であることから、最終年度に公表することとする。

160

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
用油脂中の多環芳香族炭化
水素類（PAHs)含有実態調
査）

株式会社島津テクノリサー
チ

一般競争入札 4,298 平成26年7月10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】
食用油脂中のPAHs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。

161

平成26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
ステル及びグリシードル脂
肪酸エステル含有実態調
査）

公益財団法人日本食品油脂
検査協会

一般競争入札 6,407 平成26年7月11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。

162

平成26年度治山事業積算基
準等分析調査（新積算方式
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 7,668 平成26年7月11日
林野庁森林整備部計画課施工技術班
（03-3502-6882）
平成27年度公表予定

163
平成26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 7,668 平成26年7月11日
林野庁森林整備部計画課施工技術班
（03-3502-6882）
平成27年度公表予定

164

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（水
田土壌中ヒ素含有実態調査
の玄米分析）

一般財団法人日本食品分析
センター

一般競争入札 15,746
(平成26年7月15日)
平成26年10月27日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
玄米中のヒ素濃度の分析結果等

165

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（さ
とうきび加工品中のアフラ
トキシン含有実態調査）

一般財団法人日本食品分析
センター

一般競争入札 1,123 平成26年7月17日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果等であ
り、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
さとうきび加工品中のアフラトキシン含有濃度を適切な精度管理
の下で妥当性の確認された方法で分析した実態調査結果。

166
特定農林水産物等に付され
る登録標章策定委託事業

株式会社博報堂
随意契約

（企画競争）
9,996 平成26年7月18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27年4月10日公表
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/sosyutu/150410.html

167

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（食
用加工油脂中のトランス脂
肪酸含有実態調査）

公益財団法人日本食品油脂
検査協会

一般競争入札 3,125 平成26年7月18日

消費･安全局消費･安全政策課
安全対策企画班
（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】
食用加工油脂中のトランス脂肪酸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。

168

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産豆類中のフザリウム属菌
産生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

一般競争入札 2,100 平成26年7月23日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果等であ
り、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
国産豆類中のフザリウム属菌産生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。
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169

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産落花生及びその加工品中
のアフラトキシン含有実態
調査）

一般財団法人食品環境検査
協会

一般競争入札 2,456 平成26年7月23日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象食品に係る情報及び分析結果等であ
り、製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
国産落花生及びその加工品中のアフラトキシン含有濃度を適切な
精度管理の下で妥当性の確認された方法で分析した実態調査結

170

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
内ほ場土壌のかび毒産生菌
調査）委託事業

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 2,538 平成26年7月23日

消費・安全局農産安全管理課生産安全班安全企画係
（03-3592-0306）
非公表（成果物は調査対象農家ほ場に係る情報及び分析結果等で
あり、農家個人に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
水田ほ場土壌のかび毒産生菌の検出の有無の結果。

171

平成26年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
事業（被災地産品を中心と
した日本食品輸出回復のた
めのプロモーション（シン
ガポールOishiiJAPAN2014に
おける情報発信））

株式会社アサツーディ・ケ
イ

一般競争入札 22,680 平成26年7月24日
食料産業局輸出促進グループ輸出産地支援係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

172
平成26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 7,776 平成26年7月25日
林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
平成27年度中公表予定

173

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証３
号契約（福島県南会津地
域））

福島ミドリ安全株式会社
随意契約

（企画競争）
209,037 平成26年7月25日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

174

平成26年度肥料用肉骨粉の
管理方法開発委託事業（摂
取防止材の牛への給与試験
等）

一般社団法人日本科学飼料
協会

一般競争入札 8,737 平成26年7月28日

消費･安全局農産安全管理課肥料企画班
(03-3502-5968)
調査結果を基に、摂取防止材を指定する。
平成27年8月公表予定

175

平成２６年度アフリカ等途
上国の農業生産拡大支援の
うちアフリカにおる耕作さ
れていない農地等の活性化
調査

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 8,162 平成26年7月30日
大臣官房国際部国際協力課企画班
（03-3502-8058）
平成27年6月公表予定

176

平成２６年度海外農業・貿
易事情調査分析事業（ＮＩ
Ｓ諸国（旧ソ連新独立国
家）の調査分析）

一般社団法人北海道総合研
究調査会

一般競争入札 7,344 平成26年7月30日
大臣官房国際部国際経済課国際調整第2担当（経済連携チーム）
（03-3501-3731）
平成27年度末公表予定

177
平成26年度愛玩動物用飼料
の分析法検討委託事業

一般社団法人日本海事検定
協会

一般競争入札 3,024 平成26年7月30日

消費・安全局畜水産安全管理課
粗飼料対策班リスク調査係
（03-6744-1708）
平成27年3月公表予定

178

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業「畜産物
等中に残留する飼料添加物
等の分析」

一般財団法人日本食品分析
センター

一般競争入札 20,401 平成26年7月30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】
畜産物等中に残留する飼料添加物等（エトキシキン及びその代謝
物）の分析法の確立及びエトキシキンを含む飼料を家畜等が摂取
した場合の畜産物等へ移行調査結果。

179

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業「飼料中
のアフラトキシンB1の幼畜
等への移行調査委託事業」

一般社団法人日本科学飼料
協会

一般競争入札 11,030 平成26年7月30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幼畜等への健康影響及
び畜産物への移行調査結果。

180
平成26年度森林整備等への
民間資金活用調査実証事業

株式会社日本総合研究所 一般競争入札 89,996 平成26年7月30日
林野庁森林利用課森林吸収源企画班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

181
平成26年度森林・山村多面
的機能発揮対策評価検証事
業

一般財団法人長野経済研究
所

一般競争入札 7,365 平成26年8月4日
林野庁森林利用課山村振興指導班
（03-3502-0048）
平成27年度中公表予定

182

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（油
菓製品中のアクリルアミド
低減対策検討のための調
査）

株式会社環境科学研究所 一般競争入札 1,489 平成26年8月5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】
油菓製品中のアクリルアミド濃度を適切な精度管理の下で妥当性
の確認された方法で分析した実態調査結果。

183
平成26年度有機農産物生産
行程管理記録作成支援委託
事業

①公益財団法人農業・環
境・健康研究所
②株式会社エスペラントシ
ステム

一般競争入札 8,628 平成26年8月5日

消費･安全局表示･規格課
有機食品制度班有機農畜産物係
(03-6744-7139)
平成27年4月公表予定

184
平成26年度輸出種苗病害検
査手法実用化委託事業

独立行政法人種苗管理セン
ター

一般競争入札 3,603 平成26年8月6日
食料産業局新事業創出課種苗産業班種苗産業第2係
（03-6738-6443）
平成27年6月に農水省ホームページに掲載予定

185

平成26年度「緑の雇用」現
場技能者育成対策事業のう
ち林業機械・作業システム
高度化技能者育成事業（架
線作業システム高度技能者
育成）

一般社団法人フォレスト・
サーベイ

随意契約
（企画競争）

90,720 平成26年8月6日
林野庁森林整備部研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定
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186

平成26年度「緑の雇用」現
場技能者育成対策事業のう
ち林業機械・作業システム
高度化技能者育成事業（森
林作業道作設オペレーター
の育成強化）

一般社団法人フォレスト
サーベイ

随意契約
（企画競争）

48,000 平成26年8月6日
林野庁森林整備部研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定

187

平成２６年度ミャンマー及
びインドネシアにおける官
民連携によるフードバ
リューチェーン構想の策定

株式会社ブレインワークス 一般競争入札 648 平成26年8月8日
大臣官房国際部国際協力課国際開発機構班
（03-3502-5914）
平成27年6月公表予定

188

平成２６年度「日本食・食
文化魅力発信プロジェク
ト」日本食・食文化の世界
的普及プロジェクトのうち
世界のハブ都市における日
本食・食文化情報発信拠点
の設置（ベトナム）

株式会社AAB
随意契約

（企画競争）
39,725 平成26年8月11日

食料産業局輸出促進グループ輸出調整第1係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

189

平成２６年度「日本食・食
文化魅力発信プロジェク
ト」日本食・食文化の世界
的普及プロジェクトのうち
世界のハブ都市における日
本食・食文化情報発信拠点
の設置（UAE）

株式会社アサツー ディ・ケ
イ

随意契約
（企画競争）

41,541 平成26年8月12日
食料産業局輸出促進グループ輸出調整第1係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

190
平成26年度クラウド活用型
食品トレーサビリティ・シ
ステム確立委託事業

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 22,859 平成26年8月12日

食料産業局企画課企画第1班
（03-6744-2064）
平成27年4月公表
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kuraudo.html

191
平成26年度戦略的監視・診
断体制整備推進委託事業
（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 4,514 平成26年8月12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27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

192

平成26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法の
比較による相関データの収
集（麻痺性貝毒））

独立行政法人水産総合研究
センター

一般競争入札 4,973 平成26年8月12日

消費･安全局畜水産安全管理課
水産安全室水産安全班安全指導係
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

193

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（水
田土壌中ヒ素含有実態調査
の土壌分析）

株式会社ユニケミ- 一般競争入札 16,038 平成26年8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）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
土壌中のヒ素濃度の分析結果等

194
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（食肉処理
施設）

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 4,223 平成26年8月13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】
食肉処理施設において、肉用牛の盲腸内容物等を採取し、O157の
検査を実施した実態調査結果。

195

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（種
実類加工品及び菓子類等中
のアクリルアミド含有実態
予備調査）

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 3,380 平成26年8月13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】
種実類加工品及び菓子類等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。

196

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制緩和
の働きかけのための科学的
データの整備（科学的根拠
に基づく日本産食品のリス
ク分析・評価）

特定非営利活動法人国際生
命科学研究機構

一般競争入札 434 平成26年8月14日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係
（03-6744-2061）
非公表（政府間交渉に使用する情報のため）
【成果物の概要】
日本産農林水産物に関するリスク分析、評価に関する調査報告書

197
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（採卵鶏農
場）

一般社団法人日本科学飼料
協会

一般競争入札 3,110 平成26年8月18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】
採卵鶏農場において、盲腸便等を採取し、サルモネラの検査を実
施した実態調査結果。

198

平成26年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（審
査対応等（高齢級林分に関
する分析・検討））

一般社団法人日本森林技術
協会

一般競争入札 10,746 平成26年8月18日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

199

平成26年度森林吸収源イン
ベントリ情報整備事業（審
査対応等（森林吸収量算定
に係る調査分析等））

一般社団法人日本森林技術
協会

一般競争入札 4,298 平成26年8月18日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度中公表予定

200
平成26年度農山漁村地域ビ
ジネス創出人材育成委託事
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 27,318 平成26年8月21日
食料産業局産業連携課産業連携企画班産業連携企画係
（03-6744-2063）
平成27年6月公表予定

201

平成26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（鶏）」

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 4,160 平成26年8月22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飲水添加剤の鶏組織への残
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

202

平成26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「メトクロプラ
ミド塩酸塩（乳：皮下注
射）」

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 4,374 平成26年8月22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】
メトクロプラミドを有効成分とする注射剤の乳への残留を試験
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。
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203

平成26年度次世代架線系高
性能林業機械等開発推進事
業のうち既存の林業機械に
取り付けて、架線集材の高
度化や安全性の向上を図る
機械の開発

株式会社前田製作所
随意契約

（企画競争）
11,860 平成26年8月22日

林野庁森林整備部研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定

204

CLT等新製品・新技術利用促
進事業のうちCLT実用化促進
（長期挙動ﾃﾞｰﾀ等の収集・
分析）

独立行政法人森林総合研究
所

随意契約
（企画競争）

80,558 平成26年8月22日
林野庁木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度公表予定

205
平成２６年度農業分野にお
けるＣＯ２排出削減促進検
討事業

農業分野におけるＣＯ２排
出削減促進検討事業コン
ソーシアム

一般競争入札 37,554 平成26年8月25日

生産局農産部技術普及課
生産資材対策室機械開発・安全指導班
（03-6744-2111）
平成27年度中公表予定

206

平成26年度次世代架線系高
性能林業機械等開発推進事
業のうち次世代架線系林業
機械の開発

一般社団法人林業機械化協
会

随意契約
（企画競争）

54,304 平成26年8月25日
林野庁森林整備部研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定

207
平成26年度ハラール食品に
係る実態調査事業

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 2,733 平成26年8月27日

食料産業局企画課企画第1班
（03-6744-2064）
平成27年3月公表
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hararu.html

208

平成26年度戦略的監視・診
断体制整備推進委託事業
（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）

4,543 平成26年8月26日
消費･安全局動物衛生課防疫企画班
（03-3502-8292）
平成27年8月公表予定

209

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（野菜加工
施設における衛生管理実態
調査）委託事業

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 2,001 平成26年8月27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】
野菜加工施設の施設図や現場の写真等

210

平成26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 4,190 平成26年8月27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）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

211
平成２６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 5,699 平成26年8月28日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成27年7月公表予定

212
平成２６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 8,568 平成26年8月28日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成27年7月公表予定

213

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制対策
緊急調査（農林水産物中の
放射性物質調査分析）委託
事業

いであ株式会社
随意契約

（企画競争）
29,959 平成26年8月28日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係
（03-6744-2061）
非公表（政府間交渉に使用する情報のため）
【成果物の概要】
日本産農林水産物に関する放射性物質の濃度、移行に関する調査
報告書

214

平成26年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
事業（被災地産品を中心と
した日本食品輸出回復のた
めのプロモーション（台湾
シンポジウムにおける情報
発信））

株式会社日経ビーピー 一般競争入札 17,711 平成26年8月28日
食料産業局輸出促進グループ輸出産地支援係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

215
平成26年度海岸保全施設設
計等技術検討調査委託事業

平成26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 8,955 平成26年8月29日
水産庁防災漁村課海岸計画係
（03-3502-5304）
平成27年7月公表予定

216

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（野菜加工
品等の微生物検査）委託事
業

株式会社町田予防衛生研究
所

一般競争入札 9,180 平成26年9月1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】
野菜加工品等の微生物検査結果等

217
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（二枚貝）

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 3,650 平成26年9月2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（個別生産海域のウイルス遺伝子調査結果）を
含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、二枚貝中の病原ウイルス遺伝子について定
性及び定量試験を実施した実態調査結果。

218
平成26年度収入保険制度検
討調査事業における仮保険
料率算定手法等検証事業

株式会社インターリスク総
研

一般競争入札 476 平成26年9月2日
経営局保険課総務班
（03-3502-7337）
調査継続のため完了後公表

219
平成26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 12,312 平成26年9月2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27年度公表予定

220

食料自給力の評価（欧州に
おける緊急時の生産対応プ
ログラム）に関する調査・
分析業務

株式会社ＳＥＬＣ 一般競争入札 3,240 平成26年9月5日

大臣官房食料安全保障課食料生産力担当
（03-6744-0487）
報告書はＨＰ
（http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/ousyu.html)で公
開中

221

平成26年度食品産業リサイ
クル状況等調査委託事業
（食品食品廃棄物等の発生
抑制に関する調査）

株式会社エックス都市研究
所

一般競争入札 6,264 平成26年9月9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）
平成27年6月公表予定

222
平成26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

一般競争入札 3,888 平成26年9月9日
林野庁森林整備部計画課企画班
（03-3501-3842）
平成27年度公表予定

223
平成26年度肥料用肉骨粉の
管理方法開発委託事業（配
合肥料生産）

兼松アグリテック株式会社 一般競争入札 2,363 平成26年9月10日

消費･安全局農産安全管理課肥料企画班
(03-3502-5968)
調査結果を基に、交差汚染を防止するためのマニュアル等を作成
次年度も調査予定のため、平成28年8月公表予定
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224
平成２６年度主食用米消費
動向の中期的変化及びその
要因分析調査事業

一般社団法人食品需給研究
センター

一般競争入札 4,235 平成26年9月11日

生産局農産部穀物課
米麦流通加工対策室消費流通第1班
（03-3502-7950）
平成27年度中公表予定

225
平成26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 8,100 平成26年9月11日
林野庁森林整備部計画課設計基準班
（03-3502-6882）
平成27年度公表予定

226
平成26年度海外種苗需要・
流通実態調査委託事業

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 2,464 平成26年9月12日

食料産業局新事業創出課種苗産業班種苗産業第1係
（03-6738-6443）
農水省ホームページにて掲載中
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_report/h26/inde
x.html

227

平成26年度動物用医薬品の
毒性試験委託事業事業メ
ニュー「メシリナムの催奇
形性試験（用量設定試
験）」

株式会社化合物安全性研究
所

一般競争入札 4,320 平成26年9月16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】
メシリナムの催奇形性試験の予備試験を実施し、本試験の用量を
決定する。

228
平成26年度種苗産業におけ
るオープンイノベーション
の推進委託事業

公益財団法人かずさＤＮＡ
研究所

一般競争入札 6,804 平成26年9月19日

食料産業局新事業創出課国際企画班
（03-6738-6444）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/index.
html

229
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（二枚貝浄
化）

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 2,700 平成26年9月24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（個別生産海域のウイルス遺伝子調査結果）を
含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、二枚貝中の病原ウイルス遺伝子について定
性及び定量試験を実施した実態調査結果。

230
平成26年度森林鳥獣被害対
策技術高度化実証事業（関
東・中部）

株式会社野生動物保護管理
事務所

一般競争入札 21,168 平成26年9月24日
林野庁森林整備部研究指導課保護指導班
（03-3502-1063）
平成27年度公表予定

231
平成26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 40,800 平成26年9月24日
林野庁計画課海外技術班
（03-3591-8449）
平成27年4月公表

232

２０２０年オリンピック・
パラリンピック東京大会に
向けた木材利用の実現可能
性調査事業

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 4,470 平成26年9月24日
林野庁木材産業課木材製品技術室木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成27年度公表予定

233
平成２６年度海外農業・貿
易事情調査分析事業（米
州）

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 7,990 平成26年9月25日
大臣官房国際部国際政策課連絡調整担当
（03-3591-9681）
平成27年7月公表予定

234

平成26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

株式会社自然産業研究所 一般競争入札 6,210 平成26年9月25日
水産庁漁政部加工流通課貿易第1班
（03-3502-1961）
平成27年5月末目処公表予定

235
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（分離菌株
の性状解析）

株式会社コンティグ・アイ 一般競争入札 4,170 平成26年9月26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】
カンピロバクター等の分離菌株について、性状解析及び遺伝子解
析を実施した調査結果。

236

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（CLT普及戦略の作成）

公益財団法人日本住宅・木
材技術センター

随意契約
（企画競争）

9,755 平成26年9月26日
林野庁木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度公表予定

237

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（CLT強度データの収
集）

独立行政法人森林総合研究
所

随意契約
（企画競争）

77,413 平成26年9月26日
林野庁木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度公表予定

238

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（CLT長期挙動データの
収集）

独立行政法人森林総合研究
所

随意契約
（企画競争）

53,649 平成26年9月26日
林野庁木材産業課木材製品技術室木材技術班
（03-6744-2294）
平成27年度公表予定

239

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（CLT等接合部データの
収集）

木構造振興株式会社
随意契約

（企画競争）
30,007 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

240

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（CLT等接合部データの
収集）

一般社団法人全国LVL協会
随意契約

（企画競争）
16,637 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成27年度公表予定

241

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（耐火部材開発）

新日鐵住金株式会社
随意契約

（企画競争）
16,887 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成27年度公表予定

242

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（耐火部材開発）

山佐木材株式会社
随意契約

（企画競争）
20,421 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

243

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち中高層建
築物等に係る技術開発等の
促進（耐火部材開発）

越井木材株式会社
随意契約

（企画競争）
19,285 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成27年度公表予定
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244

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（住宅等
における新たな製品・技術
の開発）

宮崎県木材協同組合連合会
随意契約

（企画競争）
16,000 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

245

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（住宅等
における新たな製品・技術
の開発）

一般社団法人日本ログハウ
ス協会

随意契約
（企画競争）

15,022 平成26年9月26日
林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

246

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（住宅等
における新たな製品・技術
の開発）

日本合板工業組合連合会
随意契約

（企画競争）
19,000 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

247

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（住宅等
における新たな製品・技術
の開発）

全国木材協同組合連合会
随意契約

（企画競争）
30,943 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

248

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（住宅等
における新たな製品・技術
の開発）

株式会社都市環境研究所
随意契約

（企画競争）
9,374 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室木材製品調査班
（03-6744-0583）
平成27年度公表予定

249

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（木造住
宅等における健康・省エネ
性についての定量化のため
の調査）

株式会社トライ・ウッド
随意契約

（企画競争）
8,764 平成26年9月26日

林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

250

CLT等新たな製品・技術の開
発促進事業のうち住宅等に
おける製品・技術の開発・
普及の一層の促進（木造住
宅等における健康・省エネ
性についての定量化のため
の調査）

一般社団法人健康・省エネ
住宅を推進する国民会議

随意契約
（企画競争）

9,110 平成26年9月26日
林野庁木材産業課木材製品技術室住宅資材班
（03-6744-2295）
平成27年度公表予定

251
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（二枚貝
２）

一般財団法人食品分析開発
センターSUNATEC

一般競争入札 1,468 平成26年9月29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（個別生産海域のウイルス遺伝子調査結果）を
含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、二枚貝中の病原ウイルス遺伝子について定
性及び定量試験を実施した実態調査結果。

252
平成26年度アジア地域残留
農薬基準設定調和促進委託
事業

一般財団法人残留農薬研究
所

随意契約
（企画競争）

14,278 平成26年9月30日
消費･安全局農産安全管理課農薬企画班
(03-3502-5969)
平成27年度公表予定。

253

平成26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「エリスロマイ
シン（鶏：筋肉内注射）」

一般財団法人生物科学安全
研究所

一般競争入札 4,342 平成26年9月30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】
エリスロマイシンを有効成分とする注射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。

254

平成２６年度森林吸収源イ
ンベントリ情報整備事業
（審査対応等（森林吸収量
の算定・計上方法に係る国
際交渉に向けた調査・分
析））

一般社団法人日本森林技術
協会

一般競争入札 18,878 平成26年10月3日
林野庁森林利用課森林吸収源推進班
（03-3502-8240）
平成27年度公表予定

255

平成26年度森理総合監理士
等育成対策事業のうち森
林・林業人材育成対策調査
事業

株式会社自然産業研究所 一般競争入札 21,060 平成26年10月3日
林野庁研究指導課普及教育班
（03-3502-5721）
平成27年度公表予定

256
平成26年度低コスト造林技
術実証・導入促進事業委託
事業

株式会社森林環境リアライ
ズ

一般競争入札 6,912 平成26年10月6日
林野庁整備課間伐推進班
（03-3502-8065）
平成27年度公表予定

257
平成26年度森林鳥獣被害対
策技術高度化実証事業（北
海道・東北）

特定非営利活動法人
EnVision環境保全事務所

一般競争入札 19,980 平成26年10月10日
林野庁研究指導課保護指導班
（03-3502-1063）
平成27年度公表予定

258
平成26年度森林鳥獣被害対
策技術高度化実証事業（近
畿中国・四国・九州）

一般社団法人日本森林技術
協会

一般競争入札 23,738 平成26年10月10日
林野庁研究指導課保護指導班
（03-3502-1063）
平成27年度公表予定

259
平成26年度肥料用肉骨粉の
管理方法開発委託事業（肥
料中の牛由来DNA分析等）

一般社団法人日本科学飼料
協会

一般競争入札 3,669 平成26年10月16日

消費･安全局農産安全管理課肥料企画班
(03-3502-5968)
調査結果を基に、交差汚染を防止するためのマニュアル等を作成
次年度も調査予定のため、平成28年8月公表予定

260

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（水
田土壌中のヒ素含有実態追
加調査）委託事業

株式会社ユニケミ- 一般競争入札 2,705 平成26年10月16日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
土壌中のヒ素濃度の分析結果等

261

平成26年度食育活動の全国
展開委託事業（食生活及び
農林漁業体験に関する調
査）

株式会社サーベイリサーチ
センター

一般競争入札 2,791 平成26年10月20日

消費・安全局消費者情報官
食育推進班
（03-3502-5723）
平成27年4月公表予定

262
平成26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 5,140 平成26年10月21日
林野庁計画課設計基準班
（03-3502-6882）
平成27年度公表予定



番号 件　名 契 約 の 相 手 方 名
契 約
形 態

契　約
金　額

(確定額)

契 約 締 結 日
成　果　物　閲　覧　先

（※（※２） （※） （※） 

263
平成26年度流域山地災害等
対策調査（流木災害対策手
法検討調査）

アジア航測株式会社 一般競争入札 28,512 平成26年10月21日
林野庁治山課水源地治山企画班
（03-6744-2309）
平成27年度公表予定

264
平成26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 12,096 平成26年10月22日
林野庁治山課施設実行班
（03-3502-8208）
平成27年度公表予定

265
平成26年度土砂流出防止の
ための森林施業方法に関す
る調査委託事業

国土防災技術株式会社 一般競争入札 32,400 平成26年10月23日
林野庁整備課造林間伐企画班
（03-3502-8065）
平成27年度公表予定

266

平成26年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
事業のうち海外の日本食・
食化普及を担う人材の活用
事業（日本食・食文化の功
労者の表彰等）に係る委託
事業

株式会社JTBコミュニケー
ションズ

随意契約
（企画競争）

13,068 平成26年10月24日
食料産業局輸出促進グループ輸出調整第1係
（03-6744-1502）
平成27年６月中旬目途公表予定

267

平成26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「スルファジメ
トキシン及びピリメタミン
（鶏）」

①一般社団法人日本科学飼
料協会
②一般財団法人日本食品分
析センター

一般競争入札 5,589 平成26年10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】
スルファジメトキシン及びピリメタミンを有効成分とする飼料添
加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。

268

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業(PBDE
類のトータルダイエットス
タディ追加調査（穀類及び
油脂類））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 18,144 平成26年10月27日

消費･安全局消費･安全政策課
安全対策企画班
（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】
食品中のPBDE類及びPFC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。

269

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（二枚貝ノ
ロウイルスの性状解析）委
託事業

北海道システム・サイエン
ス株式会社

一般競争入札 13,478 平成26年10月29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（個別生産海域のウイルス遺伝子調査結果）を
含むため）
【成果物の概要】
沿岸海水域において、二枚貝中の病原ウイルス遺伝子について遺
伝子解析を実施した実態調査結果。

270
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（大腸菌株
の解析）委託事業

一般財団法人東京顕微鏡院
随意契約

（競争性有）
292 平成26年10月30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】
事業で分離された大腸菌株の相同性に関する解析結果等

271 農業物価統計調査業務
株式会社インテージリサー
チ

一般競争入札 523,692 平成26年10月31日

大臣官房統計部経営・構造統計課分析班農業物価統計係
（03-6744-2042）
平成32年7月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

272
内水面漁業生産統計調査業
務

一般社団法人新情報セン
ター

一般競争入札 259,529 平成26年10月31日

大臣官房統計部生産流通消費統計課漁業生産統計班漁業生産統計
第2係
（03-3502-8094）
平成32年4月公表予定
個人情報に係る部分については非公表

273

平成26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（ナス等検証
試験参画））

一般財団法人日本食品分析
センター

随意契約
（競争性有）

541 平成26年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

274

平成26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（ナス等検証
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）

583 平成26年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

275

平成26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（ナス等検証
試験参画））

一般社団法人日本海事検定
協会

随意契約
（競争性有）

280 平成26年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

276

平成26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（ナス等検証
試験参画））

ビジョンバイオ株式会社
随意契約

（競争性有）
642 平成26年10月31日

消費・安全局農産安全管理課
組換え体管理指導班指導係
（03-6744-2102）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

277

平成26年度食育活動の全国
展開委託事業（食育推進の
ためのデータベース整備等
業務）

株式会社三菱総合研究所 一般競争入札 12,420 平成26年11月4日

消費･安全局消費者情報官
食育推進班
（03-3502-5723）
平成27年5月頃公表予定

278

平成26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（ナス等検証
試験参画））

一般財団法人新潟県環境衛
生研究所

随意契約
（競争性有）

508 平成26年11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）
共同試験により妥当性を確認した当該検査法を公定法としてホー
ムページ上に掲載し本事業内容の公表とする。平成27年9月公表予
定

279

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システム等の実証
７号契約（高知県四万十地
域））

四万十町森林組合
随意契約

（企画競争）
97,963 平成26年11月6日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定
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280

平成26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「フルベンダ
ゾール（乳）」

①一般社団法人日本科学飼
料協会
②一般財団法人日本食品分
析センター

随意契約
（競争性無）

9,125 平成26年11月10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】
フルベンダゾールを有効成分とする強制経口投与剤の乳への残留
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

281
平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（ブロイ
ラー生産環境）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 6,804 平成26年11月11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】
肉用鶏農場において、ソックススワブ等を採取し、カンピロバク
ター等の検査を実施した実態調査結果。

282
女性を積極的に活用してい
る農業法人・農業経営体調
査事業

公益社団法人日本農業法人
協会

一般競争入札 5,353
（平成26年11月11日）

平成27年2月27日

経営局就農・女性課青年活動促進班
（03-3502-8111（代）内5207）
調査継続のため完了後公表
個人情報に係る部分については非公表

283

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制対策
緊急調査（農林水産物中の
放射性物質（ストロンチウ
ム等）測定）委託事業

株式会社同位体研究所 一般競争入札 23,544 平成26年11月13日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係
（03-6744-2061）
非公表（政府間交渉に使用する情報のため）
【成果物の概要】
日本産農林水産物に関する放射性物質（ストロンチウム等）の濃
度に関する調査報告書

284

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制対策
緊急調査（農林水産物中の
放射性物質（プルトニウ
ム）測定）委託事業

一般財団法人九州環境管理
協会

一般競争入札 7,817 平成26年11月13日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係
（03-6744-2061）
非公表（政府間交渉に使用する情報のため）
【成果物の概要】
日本産農林水産物に関する放射性物質（プルトニウム）の濃度に
関する調査報告書

285

平成26年度日本食・食文化
の世界的普及プロジェクト
のうち伝統野菜を活用した
「和食」理解促進委託事業

株式会社ぐるなび
随意契約

（企画競争）
10,800 平成26年11月14日

食料産業局新事業創出課推進係
（03-6738-6442）
平成27年3月公表
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/index.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/annual/kokumin.html#na
http://www.maff.go.jp/j/pr/annual/kaigai.html

286

平成26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
（追加調査））委託事業

公益財団法人日本食品油脂
検査協会

一般競争入札 6,436 平成26年11月14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。

287
平成26年度緑と水の環境技
術革命総合戦略推進委託事
業

一般財団法人地域開発研究
所

一般競争入札 8,208 平成26年11月17日

食料産業局新事業創出課プロジェクト推進班
（03-6738-6315）
平成27年5月26日公表「緑と水の環境技術革命について」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kankyo/seisaku/s_midorimiz
u/midorimizu.html

288

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（精
米中ヒ素含有実態調査）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 10,206 平成26年11月19日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
米中のヒ素濃度の分析結果等

289

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（果
実缶詰中の鉛低減対策検証
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 2,052 平成26年11月19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】
果実缶詰中の鉛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。

290
平成２６年度流域山地災害
対策調査（山地防災力調
査）委託事業

株式会社森林テクニクス 一般競争入札 40,294 平成26年11月21日
林野庁治山課災害調整班
（03-3501-4756）
平成27年度公表予定

291

平成26年度食品産業リサイ
クル状況等調査委託事業
（環境に配慮した食品容器
包装設計に係る実態把握・
課題分析等調査）

エム・アール・アイリサー
チアソシエイツ株式会社

一般競争入札 6,804 平成26年11月25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容器包装
リサイクル推進係
（03-6744-2066）
平成27年6月公表予定

292
平成26年度天然更新活用に
よる森林整備手法に関する
調査委託事業

株式会社森林環境リアライ
ズ

一般競争入札 4,320 平成26年11月27日
林野庁整備課業務管理班
（03-3581-1032）
平成27年度公表予定

293

平成26年度山村維持の核と
なる次世代林業を支持する
技術の開発方向に関する調
査事業

株式会社自然産業研究所
随意契約

（企画競争）
4,966 平成26年11月27日

林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定

294

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システム等の実証
８号契約（岩手県遠野地
域））

遠野市
随意契約

（企画競争）
196,795 平成26年11月27日

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

295

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業「飼料中
のゼアラレノンの幼畜等へ
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 9,504 平成26年12月8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】
ゼアラレノンを含む飼料を摂取した幼畜等への健康影響及び畜産
物への移行調査結果。
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296

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業「飼料中
のデオキシニバレノールの
幼畜等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 15,120 平成26年12月8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】
デオキシニバレノールを含む飼料を摂取した幼畜等への健康影響
及び畜産物への移行調査結果。

297

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（ヒ
ジキの水戻し方法に関する
調査）委託事業

一般財団法人日本冷凍食品
検査協会

一般競争入札 4,728 平成26年12月8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)
非公表（個別製品やその製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
乾燥ヒジキの水戻しを様々な条件で行い、水戻し前と後のヒジキ
に含まれるヒ素等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実態調査結果。

298

平成26年度食品産業グロー
バル展開インフラ整備委託
事業のうちインターネット
サーバーシステム構築及び
運用事業

株式会社ボックタック 一般競争入札 907 平成26年12月15日
食料産業局輸出促進グループ食品産業海外投資推進班
（03-6744-1502）
平成27年6月公表予定

299

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（カンピロ
バクター属菌及びサルモネ
ラ属菌の性状解析）委託事
業

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 11,880 平成26年12月17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】
カンピロバクター等の分離菌株について、性状解析及び遺伝子解
析を実施した調査結果。

300

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業（と畜場
等における薬剤耐性モニタ
リング④（平成26年度に家
畜や肉用鶏から分離した菌
株の薬剤耐性率等の分
析））

株式会社食環境衛生研究所 一般競争入札 3,413 平成26年12月17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】
H26年度9月17日までに、と畜場及び食鳥処理場で採材した家畜の
ふん便等から分離したカンピロバクター、大腸菌及びサルモネラ
における薬剤耐性率を調査。

301
平成26年度潜在的な農業人
材の賦存状況に関する調査
委託事業

株式会社パソナ農援隊 一般競争入札 6,585 平成26年12月17日
経営局経営政策課経営広報グループ
（03-6744-0577）
平成27年度公表予定

302

平成26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「海外におけ
る農林水産物・食品の販売
力強化に向けたサプライ
チェーンの構築に関する調
査」

株式会社ユー・エス・イー 一般競争入札 22,651 平成26年12月18日
食料産業局輸出促進グループ海外展開企画係
（03-3502-3408）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_enkatu/index.html

303

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産米中ヒ素含有実態追加調
査）委託事業

一般財団法人日本冷凍食品
検査協会

一般競争入札 4,644 平成26年12月22日

消費・安全局農産安全管理課土壌汚染防止班対策係
（03-3592-0306）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
米中のヒ素濃度の分析結果等

304

平成26年度生産資材安全確
保調査・試験事業（薬剤耐
性菌（腸球菌）の選択実態
調査事業②（分離菌の薬剤
感受性試験））

一般社団法人日本科学飼料
協会

一般競争入札 1,971 平成26年12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添加物係
（03-6744-1708）
非公表（個人情報（個別農場で検出された分離菌株の性状）を含
むため）
【成果物の概要】
国内の農場で分離した腸球菌の性状解析を実施。

305
我が国における名古屋議定
書の国内制度検討のための
緊急調査事業

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 4,806 平成26年8月8日
大臣官房環境政策課課地球環境対策室利用推進班
（03-3502-8458）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_win_abs.html

306

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（市販食肉
中の有害微生物１）委託事
業

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 1,620 平成27年1月13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（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】
ブロック肉及び挽肉について、黄色ブドウ球菌の検査を実施した
実態調査結果。

307

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（市販食肉
中の有害微生物２）委託事
業

一般財団法人東京顕微鏡院 一般競争入札 4,320 平成27年1月13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（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】
ブロック肉及び挽肉について、E型肝炎ウイルスの検査を実施した
実態調査結果。

308

平成26年度微生物リスク管
理基礎調査事業（市販食品
中のリステリア・モノサイ
トジェネス）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 918 平成27年1月13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（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】
市販の調理済み食品について、リステリア・モノサイトジェネス
の検査を実施した実態調査結果。

309

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（市
販惣菜等中のアクリルアミ
ド含有実態予備調査）委託
事業

株式会社環境科学研究所 一般競争入札 2,038 平成27年1月16日

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】
市販惣菜等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。
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310

平成26年度有害化学物質リ
スク管理基礎調査事業（国
産大麦中のオクラトキシンA
及びアフラトキシン含有実
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 3,985 平成27年1月28日

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

311
地域特産物等の防除体系へ
の影響調査委託事業

一般社団法人日本植物防疫
協会

一般競争入札 1,418 平成27年1月28日

消費･安全局植物防疫課防除班
(03-3502-3382)
非公表（本調査を踏まえた対応を検討している段階であり、個別
製品やその製造者に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
農薬登録制度にARfD（急性参照用量）を用いた急性暴露評価が導
入されることによる、既登録農薬の登録内容への影響や、各作物
の主要生産地での病害虫防除体系への影響の試算結果。

312
平成26年度栽培用ワタ種子
中の未承認遺伝子組換え体
緊急検査委託事業

独立行政法人種苗管理セン
ター

随意契約
（競争性無）

1,014 平成27年2月27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）
非公表（個人情報に関する情報を含むため）
【成果物の概要】
ワタ種子の分析結果等

313
平成26年度収入保険制度検
討調査事業における米国収
入保険制度の実態調査事業

収入保険制度検討調査事業
共同コンソーシアム

一般競争入札 9,437 平成27年2月3日
経営局保険課総務班
（03-3502-7337）
調査継続のため完了後公表

314

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制対策
緊急調査（農林水産物及び
加工食品中の放射性物質
（ストロンチウム等）測
定）委託事業

株式会社島津テクノリサー
チ

一般競争入札 35,055 平成27年1月7日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係長
(03-6744-2061)
政府間交渉に係る情報のため非公表
【成果物概要】日本産農産林水産物、加工食品に係る放射性物質
分析結果

315

平成26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（日本酒の大
規模プロモーションに向け
た調査）

みずほ情報総研株式会社 一般競争入札 16,362 平成27年2月23日
食料産業局輸出促進グループ海外展開企画班
(03-3502-3408)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/26syu.html

316

平成26年度食品産業グロー
バル展開インフラ整備委託
事業のうち食品規格基準等
調査（ロシア）

アイ・シー・ネット株式会
社

一般競争入札 594 平成27年3月4日
食料産業局輸出促進グループ食品産業海外投資推進班
（03-6744-1502）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kaigai/h23_houkoku.html

317

平成26年度輸出拡大推進委
託事業のうち輸入規制緩和
のための働きかけのための
科学的データの整備（放射
性物質等データ及び残留農
薬基準値データの整備）

日本穀物検定協会 一般競争入札 15,744 平成27年3月5日

食料産業局輸出促進グループ輸入規制調査係長
(03-6744-2061)
政府間交渉に係る情報のため非公表
【成果物概要】
○日本産農産林水産物、加工食品に係る放射性物質分析結果
○日本国内の放射性物質分析結果
○残留農薬基準値データ

318

平成26年度木質バイオマス
エネルギーを活用したモデ
ル地域づくり推進事業（新
たな利用システムの実証９
号契約（福井県あわら・坂
井・南越前地域））

あわら三国木質バイオマス
エネルギー事業協議会

随意契約
（企画競争）

200,584 平成26年10月22日
林野庁木材利用課木質バイオマス推進班
（03-6744-2297）
平成27年度公表予定

319

平成26年度次世代架線系高
性能林業機械等開発推進事
業のうち架線作業における
架設撤去等の効率化に寄与
する機械・器具等の開発

松本システムエンジニアリ
ング株式会社

随意契約
（企画競争）

11,030 平成27年1月7日
林野庁研究指導課技術開発班
（03-3501-5025）
平成27年度公表予定

320
平成26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　代
表取締役　柳内　克行

一般競争入札 8,640 平成27年1月19日
林野庁治山課施設技術班
（03-3501-8208）
平成27年度公表予定

321
平成26年度流域山地災害等
対策調査（保安林配備状況
調査）委託事業

一般社団法人日本森林技術
協会

一般競争入札 8,098 平成27年1月19日
林野庁治山課企画班
（03-3501-8074）
平成27年度公表予定

322
平成26年度山地保全調査
（水源森林保全調査）委託
事業

株式会社パスコ 一般競争入札 4,298 平成27年1月28日
林野庁治山課水源地企画班
（03-6744-2309）
平成27年度公表予定

323
未利用広葉樹の新規需要開
拓に関する調査委託事業

全国天然木化粧合単板工業
協同組合連合会

一般競争入札 9,552 平成27年2月12日
林野庁業務課供給企画班
（03-3593-1675）
平成27年度公表予定

324
平成26年度小笠原諸島周辺
海域宝石サンゴ緊急対策事
業

宝石サンゴ緊急対策共同研
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 130,400 平成27年2月12日

水産庁増殖推進部漁場資源課環境企画班国際係
（03-3502-8487）
平成27年5月公表予定（結果概要について、情報公開法第５条第４
号に該当するため非公表とする部分を除いて公表）
【成果物の概要】
小笠原諸島周辺海域における海底環境調査等に関する結果概要

（※）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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