
（単位：円）

物品役務等の名称及びその明細
契約の相手方

法人名称
契約形態の別 契約金額 契約締結日 備考

平成21年度農薬吸入毒性評価手法確立調査（試験実施業務）
中央労働災害防止協会日本バ
イオアッセイ研究センター

一般競争 63,153,300 2009/7/1

平成21年度ＰＣＢ廃棄物適正処理の確保に関する調査
財団法人産業廃棄物処理事業
振興財団

一般競争 22,470,000 2009/7/1

平成21年度奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト調査委託
業務

奥入瀬渓流エコツーリズムプ
ロジェクト実行委員会

随意契約
（競争性有）

15,000,000 2009/7/1

平成21年度魚類毒性試験調査（淡水域魚類（ニジマス）・初
期生活段階毒性試験）業務

住化テクノサービス株式会社 一般競争 10,395,000 2009/7/1

平成21年度汚水処理施設の効率的整備促進に関する調査業務 株式会社日水コン　東京支所 一般競争 6,037,500 2009/7/1

平成21年度揮発性有機化合物（VOC）対策功労者表彰事業に係
る調査等業務

社団法人日本環境技術協会 一般競争 1,974,000 2009/7/1

平成21年度千歳空港周辺における航空機騒音状況調査委託業
務

北海道
随意契約

（競争性無）
1,768,000 2009/7/1

平成21年度　委託調査費に関する支出状況（第２四半期）

務 （競争性無）

平成21年度水生生物への影響が懸念される有害物質情報収集
等調査業務

独立行政法人国立環境研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
15,288,000 2009/7/2

平成21年度環境にやさしい企業行動調査（平成２０年度調査
集計等）業務

株式会社プラトー研究所 一般競争 3,601,500 2009/7/2

平成21年度山陽新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成状況調査
（岡山県）委託業務

岡山県
随意契約

（競争性無）
1,570,726 2009/7/7

平成21年度里海の創生の支援に向けた検討調査業務
社団法人瀬戸内海環境保全協
会

一般競争入札
（総合評価方式）

14,700,000 2009/7/8

平成21年度アスベスト大気濃度調査計画策定等調査
株式会社日新環境調査セン
ター

一般競争 3,024,000 2009/7/9

平成21年度都市内水路等によるヒートアイランド抑制効果検
討業務

社団法人環境情報科学セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

18,900,000 2009/7/10

平成21年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務
（中国四国ブロック２）

株式会社ウエスコ 一般競争 17,850,000 2009/7/10



平成21年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務
（九州沖縄ブロック１）

株式会社プレック研究所 一般競争 14,343,000 2009/7/10

平成21年度底質及び底生生物調査業務 東レテクノ株式会社 一般競争 1,627,500 2009/7/10

平成21年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する総合的調
査・研究業務

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

一般競争 115,500,000 2009/7/13

平成21年度大気汚染物質排出量総合調査業務 応用技術株式会社 一般競争 38,325,000 2009/7/13

平成21年度農用地土壌環境汚染実態調査（栽培） 社団法人日本植物防疫協会
一般競争入札

（総合評価方式）
7,980,000 2009/7/13

平成21年度ＥＳＴに関する検討調査委託業務
株式会社日本能率協会総合研
究所

一般競争入札
（総合評価方式）

7,980,000 2009/7/13

平成21年度絶滅のおそれのある野生動植物種の選定のための
調査等委託業務

財団法人自然環境研究セン
ター

随意契約
（競争性有）

5,999,700 2009/7/13

平成21年度山陽新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成状況調査
（広島県）委託業務

広島県
随意契約

（競争性無）
1,936,781 2009/7/13

平成21年度外来生物問題調査検討業務
財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

20,160,000 2009/7/14

平成21年度有害大気汚染物質に係るリストの見直し等に関す
る検討調査業務

株式会社エックス都市研究所
随意契約

（競争性有）
17 041 500 2009/7/14

る検討調査業務
株式会社エックス都市研究所

（競争性有）
17,041,500 2009/7/14

平成21年度水銀に関する国際的な法的枠組みの検討に係る調
査業務

株式会社エックス都市研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
13,965,000 2009/7/16

水質汚濁物質排出量総合調査及び水質汚濁防止法等の施行状
況調査

東レエンジニアリング株式会
社

一般競争入札
（総合評価方式）

45,150,000 2009/7/17

平成21年度水環境中の要調査項目等存在状況調査業務 いであ株式会社 一般競争 16,800,000 2009/7/21

平成21年度水産動植物登録保留基準設定に関する文献等調査
業務

独立行政法人国立環境研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
11,970,000 2009/7/22

平成21年度臍帯試料中の化学物質濃度測定検討調査 株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 11,025,000 2009/7/22

平成21年度水質環境基準生活環境項目（新規項目設定等）検
討調査業務

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

一般競争入札
（総合評価方式）

9,429,000 2009/7/22

平成21年度温泉利用に関する医学的検討調査
一般社団法人日本温泉気候物
理医学会

一般競争 4,725,000 2009/7/28



平成21年度船舶排出大気汚染物質削減技術検討調査
社団法人日本マリンエンジニ
アリング学会

一般競争 2,887,500 2009/7/28

平成21年度自然環境保全基礎調査動物分布調査及び普及啓発
冊子作成業務

財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

147,840,000 2009/7/29

平成21年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務
（九州沖縄ブロック２）

株式会社地域環境計画
随意契約

（競争性有）
17,850,000 2009/7/29

平成21年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務
（東北ブロック）

株式会社地域環境計画
随意契約

（競争性有）
15,330,000 2009/7/29

平成21年度知床国立公園自動車利用適正化方針検討調査委託
業務

有限会社自然環境コンサルタ
ント

随意契約
（競争性有）

2,467,500 2009/7/29

平成21年度窒素りん比変動による水生態系の影響等調査検討 株式会社建設技術研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
13,125,000 2009/7/30

平成21年度ＰＯＰｓ廃棄物適正処理調査業務
株式会社東和テクノロジー
東京支店

一般競争入札
（総合評価方式）

14,070,000 2009/7/31

平成21年度自動車からの有害大気汚染物質等排出実態調査業
務

財団法人日本自動車研究所 一般競争 13,358,504 2009/7/31

平成21年度農薬飛散リスク評価手法確業務（企画業務） 財団法人残留農薬研究所 一般競争 7,172,550 2009/7/31

平成21年度アスベスト大気濃度調査（分析走査電子顕微鏡
法）

株式会社日新環境調査セン
タ

一般競争 2 835 000 2009/7/31
法） ター

一般競争 2,835,000 2009/7/31

平成21年度海洋環境モニタリング調査業務（試料採取） 株式会社環境総合テクノス 一般競争 26,985,000 2009/8/4

平成21年度海洋環境モニタリング調査業務（重金属分析）
株式会社環境科学コーポレー
ション

一般競争 1,753,500 2009/8/4

平成21年度有害大気汚染物質モニタリング手法検討調査業務
財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

11,025,000 2009/8/5

平成21年度アスベスト大気濃度調査 クリタ分析センター株式会社 一般競争 12,285,000 2009/8/6

平成21年度海洋環境モニタリング調査業務（有機スズ等分
析）

帝人エコ・サイエンス株式会
社

一般競争 4,179,000 2009/8/6

平成21年度浮遊粒子状物質成分別環境濃度解析調査
財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争 12,600,000 2009/8/7

平成21年度水域類型指定見直し等検討調査業務
株式会社総合環境計画　東京
支社

一般競争 4,515,000 2009/8/7



平成21年度騒音に係る環境基準の評価マニュアル改訂に向け
た調査検討業務

株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ　関東支店

一般競争入札
（総合評価方式）

9,030,000 2009/8/10

平成21年度都市型コミュニティサイクル社会実験（その２）
委託業務

株式会社JTB首都圏
随意契約

（競争性有）
30,422,711 2009/8/13

平成21年度都市型コミュニティサイクル社会実験（その１）
委託業務

株式会社ドーコン
随意契約

（競争性有）
5,258,371 2009/8/13

平成21年度化学物質環境実態調査【モニタリング調査（水
質・底質）】分析調査

株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 15,120,000 2009/8/19

平成21年度水質分析法の国際標準との整合化等に係る公定分
析法検討業務

財団法人日本環境衛生セン
ター

随意契約
（競争性有）

14,994,000 2009/8/19

平成21年度高排出量化学物質モニタリング調査
株式会社カネカテクノリサー
チ

一般競争 10,290,000 2009/8/19

平成21年度化学物質環境実態調査【モニタリング調査（生
物）】分析調査

株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 8,715,000 2009/8/19

平成21年度化学物質環境実態調査【モニタリング調査（大
気）】分析調査

財団法人ひょうご環境創造協
会

一般競争 8,505,000 2009/8/19

平成21年度一般廃棄物処理事業等調査委託事業 株式会社循環社会研究所 一般競争 6,615,000 2009/8/20

平成21年度漂着ゴミ状況把握手法開発調査
財団法人環日本海環境協力セ

タ
一般競争入札

（総合評価方式）
5 250 000 2009/8/20平成21年度漂着ゴミ状況把握手法開発調査

ンター （総合評価方式）
5,250,000 2009/8/20

平成21年度タイヤ単体騒音実態調査業務 財団法人日本自動車研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
17,859,612 2009/8/21

平成21年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査委
託業務

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

随意契約
（競争性有）

186,984,000 2009/8/25

平成21年度水質管理指標に係る類型指定調査（類型設定調
査・河川湖沼水質調査２）業務

いであ株式会社 一般競争 7,297,500 2009/8/26

平成21年度ＰＯＰｓ条約対応総合対策検討業務
日本エヌ・ユー・エス株式会
社

一般競争入札
（総合評価方式）

12,390,000 2009/8/28

平成21年度化学物質環境実態調査精度管理等業務
財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

38,850,000 2009/9/1

平成21年度アジア水環境パートナーシップ事業業務
財団法人地球環境戦略研究機
関

随意契約
（競争性無）

32,400,000 2009/9/1

平成21年度化学物質環境実態調査【詳細環境調査（水質）】
分析調査

いであ株式会社 一般競争 23,100,000 2009/9/3



平成21年度化学物質環境実態調査【初期・詳細環境調査（大
気）】試料採取及び分析調査

株式会社ニッテクリサーチ 一般競争 18,165,000 2009/9/3

平成21年度化学物質環境実態調査【詳細環境調査（底質・生
物）】分析調査

株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 10,111,500 2009/9/3

平成21年度化学物質環境実態調査【初期環境調査（水質・底
質）】分析調査

いであ株式会社 一般競争 9,135,000 2009/9/3

平成21年度ジフェニルアルシン酸等に係るリスク評価検討調
査

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

一般競争入札
（総合評価方式）

7,140,000 2009/9/4

平成21年度排水規制検討調査 株式会社環境総合テクノス 一般競争 3,990,000 2009/9/7

平成21年度水質総量削減における汚濁負荷削減対策等の最適
実施に向けた検討調査業務

株式会社建設環境研究所
一般競争入札

（総合評価方式）
17,850,000 2009/9/8

平成21年度農薬飛散リスク評価手法確業務（モニタリング調
査業務）

株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 15,949,500 2009/9/9

平成21年度アジア資源循環研究推進業務
財団法人地球環境戦略研究機
関

随意契約
（競争性有）

29,000,000 2009/9/10

平成21年度ダイオキシン類土壌汚染対策検討基礎調査業務 いであ株式会社
一般競争入札

（総合評価方式）
16,800,000 2009/9/14

平成21年度粒子状物質の粒子数等に係る測定法の確立のため
調査業務

独立行政法人交通安全環境研
究所

一般競争入札
（総合評価方式）

21 943 597 2009/9/15
の調査業務 究所 （総合評価方式）

21,943,597 2009/9/15

平成21年度農薬による陸域生態リスク評価手法確立調査業務
財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争 5,880,000 2009/9/16

平成21年度化学物質の複合ばく露による環境安全性点検業務 中央労働災害防止協会 一般競争 26,775,000 2009/9/17

平成21年度土壌環境基準等検討調査業務 社団法人土壌環境センター
一般競争入札

（総合評価方式）
38,535,000 2009/9/24

平成21年度産業廃棄物排出処理状況等調査業務
財団法人日本産業廃棄物処理
振興センター

一般競争 3,969,000 2009/9/24

平成21年度非意図的生成のPOPｓ排出インベントリー維持整備
調査

株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 12,600,000 2009/9/28

平成21年度ＩＳＯ３６２改正経緯調査業務
エム・アール・アイリサーチ
アソシェイツ株式会社

一般競争 3,675,000 2009/9/28

微小粒子状物質（PM2.5）自動計測器４台
株式会社日立ハイテクトレー
ディング

一般競争 37,065,000 2009/9/29



平成21年度バイオ燃料使用時の未規制物質の排出実態調査業
務

独立行政法人交通安全環境研
究所

一般競争入札
（総合評価方式）

15,149,686 2009/9/29

平成21年度最終処分場に係る基準のあり方検討業務 株式会社日水コン　東京支所
一般競争入札

（総合評価方式）
7,980,000 2009/9/30
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