
（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年度持続的な自然資源管理に係る事例調査委託業務
財団法人自然環境研究セン
ター

随意契約
（競争性有）

24,990,000 2009/10/1

平成21年度光散乱式花粉自動計測器購入業務 株式会社大和製作所 一般競争 14,196,000 2009/10/1

平成21年度海洋環境モニタリング調査総合解析業務
日本エヌ・ユー・エス株式会
社

一般競争 11,235,000 2009/10/1

平成21年度非意図的生成のPOPｓ排出抑制対策調査業務 株式会社エックス都市研究所
一般競争

（総合評価方式）
9,975,000 2009/10/1

平成21年度温泉排水処理技術開発普及等調査（その１） JFEテクノリサーチ株式会社
随意契約

（競争性有）
9,878,925 2009/10/1

平成21年度道路交通振動対策検討調査委託業務
株式会社エイト日本技術開発
東京支社

一般競争
（総合評価方式）

5,250,000 2009/10/1

平成21年度温泉排水処理技術開発普及等調査（その２） 株式会社アクアパルス
随意契約

（競争性有）
4,998,000 2009/10/1

平成21年度　委託調査費に関する支出状況（第３四半期）

平成 年度温泉排水処理技術開発普及等調査（その ） 株式会社アクア ル
（競争性有）

, , / /

平成21年度アジア諸国における石綿対策技術支援業務 株式会社ノルド 一般競争 11,550,000 2009/10/2

平成21年度農薬使用基準遵守状況調査（分析法開発業務）
財団法人日本食品分析セン
ター

一般競争 6,090,000 2009/10/2

平成21年度里地里山自然資源管理モデル検討調査委託業務 株式会社プレック研究所
随意契約

（競争性有）
24,990,000 2009/10/5

平成21年度里地里山保全活動支援委託業務
財団法人水と緑の惑星保全機
構

随意契約
（競争性有）

14,993,594 2009/10/7

平成21年度里地里山保全・活用行動計画検討調査委託業務 財団法人国立公園協会
随意契約

（競争性有）
25,000,000 2009/10/8

平成21年度特定鳥獣の生息環境整備に係る保護管理対策モデ
ル事業計画策定調査

財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

3,150,000 2009/10/8

平成21年度自動車の加速走行騒音試験法の見直しに係る調査
業務

独立行政法人交通安全環境研
究所

一般競争
（総合評価方式）

11,635,123 2009/10/13



平成21年度地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく政府
の実行計画に関する排出量把握等業務

エムズ環境技研株式会社 一般競争 711,900 2009/10/13

平成21年度関東ニホンジカ広域保護管理指針作成事業
財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

3,675,000 2009/10/14

平成21年度温泉資源の保護対策に関する調査検討業務 財団法人中央温泉研究所
一般競争

（総合評価方式）
9,135,000 2009/10/15

平成21年度揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出インベントリ作
成等に関する調査業務

株式会社環境計画研究所 一般競争 14,910,000 2009/10/26

平成21年度遺伝子組換え生物等の生物多様性影響防止に係る
調査業務

財団法人未来工学研究所 一般競争 4,725,000 2009/10/26

平成21年度残留性有機化合物の底質及び水質からの水生生物
への移行状況等調査業務

独立行政法人国立環境研究所
一般競争

（総合評価方式）
6,784,510 2009/10/29

平成21年度ＰＯＰｓ及び関連物質等に関する日韓共同研究 独立行政法人国立環境研究所
随意契約

（競争性無）
13,993,350 2009/11/2

平成21年度ズグロカモメ及びシギ・チドリ類追跡事業 財団法人山階鳥類研究所 一般競争 3,570,000 2009/11/2

平成21年度自然環境保全基礎調査中長期的調査方針検討業務
財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

18,690,000 2009/11/5

平成21年度上高地地域冬期利用管理方針検討調査委託業務 株式会社地域総合計画 一般競争 1,869,000 2009/11/5

平成21年度農薬による生物多様性への影響調査 独立行政法人国立環境研究所 一般競争 9,500,001 2009/11/11

平成21年度廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環
利用量実態調査委託業務

財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

7,350,000 2009/11/11

平成21年度自然環境保全基礎調査植生図ＧＩＳデータ作成等
業務（近畿・中国四国ブロック）

株式会社国土地図 一般競争 13,437,060 2009/11/12

平成21年度自然環境保全基礎調査植生図ＧＩＳデータ作成等
業務（北海道・九州沖縄ブロック）

株式会社中央ジオマチックス 一般競争 10,245,900 2009/11/12

平成21年度自然環境保全基礎調査植生図ＧＩＳデータ作成等
業務（東北・北陸・中部ブロック）

株式会社プラトー研究所 一般競争 8,190,000 2009/11/12

平成21年度自然環境保全基礎調査　自然環境概況調査及び植
生図作成手法の効率化検討等業務

アジア航測株式会社
一般競争

（総合評価方式）
262,500,000 2009/11/17



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３）業務

東レテクノ株式会社 一般競争 3,948,000 2009/11/17

平成21年度揮発性有機化合物（VOC)の浮遊粒子状物質及び光
化学オキシダントの生成に係る調査業務

一般財団法人日本気象協会
一般競争

（総合評価方式）
16,590,000 2009/11/18

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２）業務

住化テクノサービス株式会社 一般競争 12,600,000 2009/11/18

平成21年度魚類毒性試験調査（淡水域魚類（メダカ）・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 8,400,000 2009/11/18

平成21年度ジフェニルアルシン酸の残留・排泄に関する毒性
試験等業務

三菱化学メディエンス株式会
社

一般競争 18,217,500 2009/11/19

平成21年度動物愛護管理基本指針フォローアップ等検討調査
業務

財団法人自然環境研究セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

18,900,000 2009/11/25

平成21年度水産動植物登録保留基準の運用・高度化に資する
毒性試験業務

株式会社日曹分析センター 一般競争 11,970,000 2009/11/26

平成21年度３Ｒ情報共有・技術移転・研究推進業務 株式会社三菱総合研究所
一般競争

（総合評価方式）
33,600,000 2009/11/27

平成21年度排出ガス中の多環芳香族炭化水素測定方法検討調
査業務

株式会社島津テクノリサーチ
一般競争

（総合評価方式）
12,600,000 2009/11/27

株式会社パシフィックコンサ 随意契約
平成21年度気候変動による水質等への影響解明調査

株式会社パシフィックコンサ
ルタンツ

随意契約
（競争性有）

10,069,500 2009/11/27

平成21年度猛禽類等の鉛中毒事故実態調査 猛禽類医学研究所 一般競争 1,942,500 2009/11/30

平成21年度健全な水環境保全のための魚類繁殖場調査及び生
物多様性保全活動支援ツールの開発検討業務

社団法人日本の水をきれいに
する会

一般競争
（総合評価方式）

13,650,000 2009/12/1

平成21年度廃棄物処理施設におけるストックマネジメント導
入手法調査委託業務

財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争
（総合評価方式）

15,225,000 2009/12/2

平成21年度｢平成22年版環境白書｣作成に係る基礎調査業務 みずほ情報総研株式会社
随意契約

（競争性有）
13,614,000 2009/12/2

平成21年度廃棄物処理施設等標準発注仕様書作成調査委託業
務

財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争 3,675,000 2009/12/2

平成21年度魚類毒性試験調査（淡水域魚類（ニジマス）・急
性毒性試験）業務

株式会社環境総合テクノス 一般競争 5,166,000 2009/12/4



平成21年度小規模事業場への浄化槽技術適用調査業務
財団法人日本環境整備教育セ
ンター

一般競争 3,780,000 2009/12/8

平成21年度化学物質環境実態調査分析法開発調査業務
帝人エコ・サイエンス株式会
社

一般競争 1,890,000 2009/12/8

平成21年度化学物質要覧作成調査
財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争 4,672,500 2009/12/9

平成21年度一般廃棄物処理施設における溶融固化の現状に関
する調査業務

財団法人廃棄物研究財団
一般競争

（総合評価方式）
5,491,500 2009/12/11

平成21年度アフリカにおける水環境改善事業 財団法人国際湖沼環境委員会
一般競争

（総合評価方式）
14,490,000 2009/12/14

平成21年度環境影響評価法における新たな環境項目及び調査
等の手法に関する検討業務

社団法人日本環境アセスメン
ト協会

随意契約
（競争性有）

4,996,000 2009/12/14

平成21年度し尿処理施設広域化マニュアル策定調査業務
財団法人日本環境衛生セン
ター

一般競争 3,885,000 2009/12/14

平成21年度適正処理困難廃棄物の排出・処理状況実態調査委
託業務

株式会社地域環境システム研
究所

一般競争 1,491,000 2009/12/14

平成21年度廃棄物処理センターの計画的な施設更新及びク
ローズドシステムの安定化に係る調査（廃棄物処理センター
整備基本計画調査）委託業務

財団法人産業廃棄物処理事業
振興財団

一般競争 2,761,500 2009/12/15

平成21年度水質汚濁未規制物質排出状況調査
財団法人上越環境科学セン
ター

一般競争 1,344,000 2009/12/17

平成21年度自然公園公共標識における標準表示例調査検討業
務

株式会社創建
一般競争

（総合評価方式）
4,200,000 2009/12/21

平成21年度化学事故総合対策検討調査業務 有限会社自然文化創舎 一般競争 1,869,000 2009/12/21

平成21年度広域震災廃棄物対策調査業務
パシフィックコンサルタンツ
株式会社

一般競争
（総合評価方式）

7,171,500 2009/12/22

平成21年度ヒートアイランド対策における未利用水活用によ
る地盤環境への影響検討業務

株式会社建設環境研究所 一般競争 3,643,500 2009/12/22

平成21年度化学物質環境実態調査における食事調査 株式会社島津テクノリサーチ 一般競争 3,780,000 2009/12/24

平成21年度農用地土壌汚染実態調査（分析） 株式会社プロファ設計 一般競争 3,255,000 2009/12/24



平成21年度地下水制度のあり方に関する検討業務 株式会社環境計画研究所 一般競争 1,260,000 2009/12/24

平成21年度揮発性有機化合物（ＶＯＣ)排出抑制導入支援に係
る検討業務

日本産業洗浄協議会
一般競争

（総合評価方式）
9,975,000 2009/12/25

平成21年度ブータンにおけるＳＡＩＣＭ実施調査業務
社団法人海外環境協力セン
ター

随意契約
（競争性有）

8,450,000 2009/12/25

平成21年度モデル地域における持続可能な水循環系の構築へ
向けた基礎検討業務

株式会社ジオスケープ 一般競争 4,588,500 2009/12/25

平成21年度微小粒子状物質（PM2.5）対策のあり方検討調査業
務

株式会社千代田アドバンス
ト・ソリューションズ

一般競争
（総合評価方式）

13,650,000 2009/12/28
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