
別紙様式１

独立行政法人森林総合研究所
平成２１年９月分

公共工事の名称、場所、期間
及び種別

契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　考

多摩森林科学園桜保存林災害復旧工事
設計業務

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月1日

㈱ア－ス設計コンサルタント
(東京都福生市北田園2-20-10)

一般競争入札 4,982,670 3,360,000 67.43%

林木育種センター熱帯温室新築工事
(茨城県日立市十王町伊師3809-1)
21.9.9-22.1.15［建築一式工事］

森林総合研究所
林木育種センター所長 平野秀樹

(茨城県日立市十王町伊師
3809番地1)

平成21年9月9日
日立土木㈱
(茨城県日立市幸町2-18-5)

一般競争入札 34,912,500 34,650,000 99.25%

林木育種センター熱帯温室新築工事監理
業務

森林総合研究所
林木育種センター所長 平野秀樹

(茨城県日立市十王町伊師
3809番地1)

平成21年9月24日
つくば建築設計事務所㈱
(茨城県龍ヶ崎市川原代町
 字小屋1059-1)

一般競争入札 1,251,600 840,000 67.11%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

競争入札に係る情報の公表（公共工事）



別紙様式２

独立行政法人森林総合研究所
平成２１年９月分

公共工事の名称、場所、期間
及び種別

契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計規程等の根拠規定及び
理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　考

該当なし

（注2） 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

随意契約に係る情報の公表（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
        記載した場合には予定調達総額を記載する。



別紙様式３

独立行政法人森林総合研究所
平成２１年９月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　考

心拍変動測定・分析器(HRV)
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月3日
㈱テービック
(茨城県筑波郡伊奈町谷井田
 2195-7)

一般競争入札 - 4,970,700 -

リップソー
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月3日
大井工業㈱
(東京都墨田区亀沢4-17-2)

一般競争入札 - 3,202,500 -

昆虫触角電位増幅システム付キャピラ
リーガスクロマトグラフ

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月4日

太陽計測㈱
(東京都大田区山王1-2-6)

一般競争入札 - 4,882,500 -

キャピラリーフローテスター
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月4日
島津サイエンス東日本㈱
つくば支店
(茨城県つくば市二の宮1-2-2)

一般競争入札 - 3,603,600 -

ガス透過率透湿度測定装置付属の情報
処理機器

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月4日

ヤナコ
テクニカルサイエンス㈱
(東京都台東区松が谷1-9-14)

一般競争入札 - 2,205,000 -

地上型3次元レーザースキャナー
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月7日
㈱オーピーティー
(東京都中央区銀座2-12-3)

一般競争入札 - 15,855,000 -

電気泳動ゲル解析装置
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月7日
東和科学㈱
(東京都千代田区九段北1-6-2)

一般競争入札 - 3,950,100 -

奥羽増殖保存園マツつぎ木増殖・苗木
生産業務

森林総合研究所
林木育種センター所長 平野秀樹

(茨城県日立市十王町伊師
3809番地1)

平成21年9月10日
(社)林木育種協会
(東京都千代田区六番町13-4)

一般競争入札 - 1,758,750 -

マツノザイセンチュウ抵抗性品種の検
定に供する苗木育成のためのつぎ木業
務

森林総合研究所
林木育種センター所長 平野秀樹

(茨城県日立市十王町伊師
3809番地1)

平成21年9月10日
(社)林木育種協会
(東京都千代田区六番町13-4)

一般競争入札 - 1,044,750 -

次世代シーケンサーによるドラフトゲ
ノム解析業務

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月11日

東和科学㈱
(東京都千代田区九段北1-6-2)

一般競争入札 - 4,588,500 -

立割不寒冬山交雑試験地の立木販売及
び地拵作業等(混合契約)

森林総合研究所
林木育種センター

関西育種場長　廣野郁夫
(岡山県勝田郡勝央町植月中

1043番)

平成21年9月11日
㈱高知管材
(高知県高知市朝倉甲259-26)

一般競争入札 - 290,850 -

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　考

3次元レーザースキャナ
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月14日
パルステック工業㈱
(静岡県浜松市北区細江町中川
 7000-35)

一般競争入札 - 8,452,500 -

可搬型・非接触式近赤外分光光度計
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月16日
島津サイエンス東日本㈱
つくば支店
(茨城県つくば市二の宮1-2-2)

一般競争入札 - 5,975,550 -

BACライブラリー作製業務
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月16日
茨城半井化学㈱
(茨城県つくば市高野台
 3-15-14)

一般競争入札 - 16,800,000 -

平成21年度違法伐採対策等のための持
続可能な森林経営推進計量モデル開発
事業（木材価格､関税､人工林育林費用
データ収集整備､インドネシア調査)
(試験研究委託)

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月18日

(財)国際緑化推進センター
(東京都文京区後楽1-7-12)

一般競争入札 - 3,045,000 -

高速メタン計

森林総合研究所
関西支所長　藤井智之

(京都府京都市伏見区桃山町
永井久太郎68番地)

平成21年9月24日
ターボ・オプテックス㈱
(神奈川県横浜市緑区長津田
 4-2-20-103)

一般競争入札 - 4,095,000 -

上ラム式ホットプレス
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月30日
㈱山本鉄工所
(徳島県小松島市金磯町8-90)

一般競争入札 - 13,125,000 -

平成21年度消費税申告関係業務
森林総合研究所理事長

鈴木和夫
(茨城県つくば市松の里1)

平成21年9月30日
㈱東京中央
アカウンティング・ファーム
(東京都港区赤坂3-8-8)

一般競争入札 - 2,257,500 -

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



別紙様式４

独立行政法人森林総合研究所
平成２１年９月分

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備　　考

メコン中・下流域の森林生態系スー
パー観測サイト構築とネットワーク
化に関する研究(試験研究委託)

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月3日

国立大学法人京都大学
(京都府京都市左京区
 吉田本町)

会計規程第39条第1項第1号
本事業は林野庁からの委託事業
であり、再委託先及び研究課題
も承認されているため。

- 1,516,000 -

平成21年度森林吸収源インベントリ
情報整備事業(福島県)
(試験研究委託)

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月4日

福島県知事
(福島県福島市杉妻町2-16)

会計規程第39条第1項第1号
本事業は林野庁からの委託事業
であり、再委託先及び研究課題
も承認されているため。

- 1,880,000 -

地域住民による生態資源の維持的利
用を通じた湿地林保全手法に関する
研究(試験研究委託)

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月10日

国立大学法人京都大学
(京都府京都市左京区
 吉田本町)

会計規程第39条第1項第1号
本事業は林野庁からの委託事業
であり、再委託先及び研究課題
も承認されているため。

- 7,367,000 -

無花粉スギの組織培養による苗木の
増殖業務

森林総合研究所
林木育種センター所長

平野秀樹
(茨城県日立市十王町伊師

3809番地1)

平成21年9月10日
(社)林木育種協会
(東京都千代田区六番町
 13-4)

会計規程第39条第2項
契約規程第25条第1項第8号
無花粉スギの組織培養に係る諸
作業の実行には熟練が必要であ
るため、広く企画提案を募集
し、業務内容や遂行能力が最も
優れた者を選定することにより
効率的に事業を実施するため。
(企画競争)

- 14,008,000 - 1

スギさし木発根のためのボトムヒー
ト処理条件の検討業務

森林総合研究所
林木育種センター所長

平野秀樹
(茨城県日立市十王町伊師

3809番地1)

平成21年9月10日
公立大学法人大阪府立大学
(大阪府堺市中区学園町
 1-1)

会計規程第39条第2項
契約規程第25条第1項第8号
スギの無性繁殖方式として期待
されるボトムヒート処理条件の
検討については、実験室レベル
でスギに最適と考えられる条件
を検討する必要があるため、広
く企画提案を募集し、業務内容
や遂行能力が最も優れた者を選
定することにより効率的に事業
を実施するため。
(企画競争)

- 1,950,000 -

里山イニシアティブに資する森林生
態系サービスの総合評価手法に関す
る研究(試験研究委託)

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月14日

国立大学法人長崎大学
(長崎県長崎市文教町1-14)

会計規程第39条第1項第1号
本事業は林野庁からの委託事業
であり、再委託先及び研究課題
も承認されているため。

- 2,713,000 -

官報公告掲載
(平成20事業年度財務諸表）

森林総合研究所理事長
鈴木和夫

(茨城県つくば市松の里1)
平成21年9月17日

茨城県官報販売所
(茨城県水戸市南町2-6-37)

会計規程第39条第1項第1号
官報掲載を行うには、国立印刷
局指定の最寄りの取り次ぎ所を
通さなければならないため、競
争を許さない。

- 7,086,960 -
変更

6,963,948

（注2)  必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載
        した場合には予定調達総額を記載する。




