
平成２７年度　委託調査費に関する契約状況（４月～６月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

1
宿泊旅行統計調査の実
施及び同調査の課題に
関する検討業務

（株）インテージリサーチ 一般競争入札 134,676,000 4月1日
わが国の宿泊旅行の実態を把握するための調査の
実施・分析及び同調査を効果的かつ効率的に実施
するための見直しに関する検討を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-214)

2
訪日外国人消費動向
調査の実施に係る業務

（株）サーベイリサーチセ
ンター

一般競争入札
（総合評価方式）

96,984,000 4月1日
訪日外国人の旅行動向を把握するための調査を実
施する。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-216)

3
外国人建設就労者受
入事業に係る制度推進
事業

（一財）国際建設技能
振興機構

随意契約（企画
競争）

61,878,359 4月1日

外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実
施を図るため、監理団体及び受入企業に対する巡
回指導や外国人建設就労者に対する電話相談等を
実施し、調査結果をまとめた。

土地・建設産業局　建
設市場整備課　労働資
材対策室　監理係
（内線）24855

4
旅行・観光消費動向調
査の実施及び同調査に
おける課題検討業務

（株）インテージリサーチ 一般競争入札 51,624,000 4月1日
わが国の旅行動向を把握するための調査の実施及
び同調査を効果的かつ効率的に実施するための見
直しに関する検討を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-215)

5
訪日外国人消費動向
調査の集計・分析に係
る業務

（公財）日本交通公社
一般競争入札
（総合評価方式）

29,995,336 4月1日

訪日外国人の旅行動向を把握するための調査結果
の審査、集計表の作成及び分析報告書の作成等を
行う。
また、訪日外国人旅行消費単価の将来見通しモデ

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-216)

6
道路基盤地図情報に係
わるシステムの改良等
に関する業務

（株）長大
一般競争（総合
評価）

24,408,000 4月1日

本業務は、道路平面図等管理システムの課題を解
決するために必要なシステム要件および機能要件を
整理するとともに、システムの機能改良を行う。また、
道路平面図等管理システムへのデータ登録作業や
道路基盤地図情報に係わるシステムの運営補助等
を行うとともに、これらの実運用を通じて得られた知
見を、機能要件の整理に反映する。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センターメンテ
ナンス情報基盤研究室
tel : 029-864-4916

7
平成２７年度土地取引
情報座標付与検討業
務

（株）ゼンリン
随意契約（企画
競争）

16,848,000 4月1日
不動産価格指数の算出のため必要な情報付与を実
施した。

土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

8 ４７行政ジャーナル (一社)  共同通信社
随意契約（少額
随契）

362,880 4月1日 ４７行政ジャーナルの納入
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

9
ＴＫＣローライブラリー
基本サービスセット使用
料

(株)ぎょうせい
随意契約（少額
随契）

303,264 4月1日 ＴＫＣローライブラリー　基本サービスセット使用
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

10
出力機器環境調査業
務及び利用実態調査業
務

富士ゼロックス（株）
随意契約（少額
随契）

96,940 4月1日

出力機器の環境及び利用実態を調査し、出力機器
に要する経費及び出力機器の調達等の業務の一元
的な削減を目指すのみならず、削減目標を掲げ、最
適な出力環境の構築を目的とする調査

関東運輸局総務部会
計課045-211-7207

11 官報情報検索サービス 東京官署普及(株)
随意契約（少額
随契）

25,920 4月1日 官報情報検索サービス提供
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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12
下水道処理施設維持
管理業者登録システム
機器賃貸借

日立キャピタル（株）
随意契約（少額
随契）

20,741 4月1日
下水道処理施設維持管理業者登録システム機器
賃貸借

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

13
平成２７年度取引価格
等土地情報の実査・提
供等に関する業務

（一財）土地情報セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

214,036,000 4月9日
不動産取引市場の透明化、取引の円滑化・活性化
等を図るために、インターネットを通じて、不動産取引
価格情報を公表した。

土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

東日本大
震災復興
特別会計
と費用負
担あり

14
建設企業等の課題解決
支援に関する調査検討
業務

（一財）建設業振興基
金

随意契約（企画
競争）

184,161,157 4月9日

中小・中堅建設企業等の担い手確保・育成、生産性
向上による事業力強化重点を置いたアドバイザーに
よる「相談支援」を実施。また、他企業に対してモデ
ル性の高い案件を支援する「重点支援」を実施。さら
に、セミナー等により、モデル性の高い案件を中小・
中堅建設企業等に対して広く水平展開。

土地・建設産業局建設
市場整備課
tel：03-5253-8281

15
平成２７年度羽越管内
道路情勢分析調査業
務

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 39,960,000 4月9日
１．交通状況の調査解析　２．管内道路情勢分析
３．道路事業調査　４．管内「道の駅」の地域拠点化
に向けた調査検討　５．冬期道路実態調査

北陸地方整備局　羽越
河川国道事務所　工務
第二課　工務係
tel：0254-62-3211

16

平成２７年度 都市開発
海外プロモーションに関
する企画提案・運営遂
行業務

森ビル（株）
随意契約（企画
競争）

31,968,000 4月9日

2015年5月に東京で初めて開催される「ＭＩＰＩＭＪＡＰ
ＡＮ」開催を見据え、このような不動産見本市におい
て大都市の魅力を発信する手法を検討し、日本の
大都市の魅力を海外に効果的に発信する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

17
水と防災分野における
国際動向把握及び情報
発信方策検討業務

水と防災分野における
国際動向把握及び情報
発信方策検討業務
(特)日本水フォーラム・
(株)建設技術研究所共

随意契約（企画
競争）

26,892,000 4月9日
水と防災分野における国際動向把握及び情報発信
方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

18
平成２７年度南部国道
管内交通円滑化検討
業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

指名競争入札 21,708,000 4月9日

本業務では、南部国道事務所管内の主要渋滞区
間・箇所の交通状況のフォローアップを行うとともに、
管内の構想・計画中の事業の具体化及び那覇都市
圏内における交通円滑化ソフト施策の検討を行うも

沖縄総合事務局南部
国道事務所調査第一
課調査係
tel：098-862-5325

当初

19
今後の河川行政等にお
ける情報発信方策に関
する検討業務

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

19,980,000 4月9日
今後の河川行政等における情報発信方策に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

20
土地取引情報等の集計
及び提供に係る業務

（一財）土地情報セン
ター

一般競争入札 16,167,600 4月9日

国土利用計画法に基づく届出の全国的な動向を把
握するため、都道府県等から提供された届出情報を
基に統計処理を行い、取引主体別の届出状況など
の分析結果を都道府県等へ提供した。また、国民に
対して、地域の土地取引状況の把握に資する統計
情報を提供した。

土地・建設産業局企画
課土地取引係
tel：03-5253-8292
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21

平成２７年度 ミャンマー
における都市開発制度
構築のための企画及び
実施業務

日本工営株式会社　東
京支店

随意契約（企画
競争）

13,975,200 4月9日

新たな開発が次々に着手されるミャンマーにおいて、
同国の都市開発分野の法律・制度の策定及び運用
体制の整備についてのあり方を検討するとともに、そ
の運用体制の整備についてミャンマー側関係者への
助言・支援を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

22
社会環境の変化に応じ
た大都市圏の圏域構造
に関する調査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,929,600 4月9日

大都市圏の圏域の状況について、三圏計画の実施
状況の把握・整理及び評価検証し、その結果の分析
を通じて圏域内での課題を抽出した上で、新たな「国
土のグランドデザイン」や次期「国土形成計画」の策
定状況も踏まえ、圏域の特性に応じた圏域構造のあ
り方について検討することを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

23
民間主体により管理運
営される「新たな都市公
園」のあり方検討調査

株式会社 創建　東京
本社

随意契約（企画
競争）

9,936,000 4月9日

民間主体により確保される広場空間を含めた緑と
オープンスペースの確保の取組を推進するため、既
存の広場空間等の管理運営に関する課題、効果を
ふまえ、民と官の関係をはじめとする各主体の役割
分担、取組を行う際のルール等について検討し、新
たな都市公園のあり方としてとりまとめることを目的と

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

24
駐車場の技術的基準
（換気基準）に関する検
討調査業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）首都圏本社

随意契約（企画
競争）

9,882,000 4月9日

駐車場法で規定される路外駐車場については、自動
車の駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上で
あるものの構造及び設備に関して、同法第１１条によ
り、同法施行令で規定される技術的基準によることと
されている。
この技術的基準として、建築物である路外駐車場に
ついて、同法施行令第１２条において換気装置の能
力に関する基準（以下「換気基準」という。）が規定さ
れており、近年、社会情勢の変化に伴い、当該規定
の検証が必要な状況となっている。
このため、換気基準の今後のあり方について検討を
行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

25
国際園芸博覧会出展に
よる造園緑化技術の海
外展開調査

公益財団法人 都市緑
化機構

随意契約（企画
競争）

9,806,400 4月9日

我が国の造園緑化技術の発信と海外展開の促進を
図るため、トルコ共和国アンタルヤ市で開催される園
芸博に政府出展するにあたっての出展内容等に関
する企画及び調査検討を行うことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

26
居住機能・都市機能の
誘導と連携した景観施
策検討調査

株式会社 都市環境研
究所

随意契約（企画
競争）

7,992,000 4月9日

既存の景観施策を土地利用の観点から分類・評価
した上で、短期的施策と中長期施策に分類し、効果
的で良好な景観形成のための方策検討、とりわけ短
期的施策の全国展開の実現に向けて検討を行うも

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

27

海外の諸都市における
マルチモーダルな都市
交通施策の展開に関す
る調査検討業務

一般財団法人　計量計
画研究所

随意契約（企画
競争）

7,992,000 4月9日

我が国や海外の諸都市において、多様な交通サー
ビスの展開に関する戦略や施策、事例等について情
報収集、比較を行うことにより、マルチモーダルな都
市交通施策の今後の推進に資する基礎的資料をと
りまとめることを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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28
古都における歴史的風
土の保存方策等に関す
る検討調査

株式会社 スペースビ
ジョン研究所

随意契約（企画
競争）

6,998,400 4月9日
古都における自然的環境の保存管理等に係る検
討、及び明日香村における歴史的風土の保存及び
生活環境の整備等に係る検討を行うものである。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

29
平成27年度水管理・国
土保全局ホームページ
運営補助業務

　シーエムジャパン
(株）

一般競争入札 1,834,920 4月9日
平成27年度水管理・国土保全局ホームページ運営
補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

30
下水道処理施設維持
管理業者登録システム
機器賃貸借

日立キャピタル（株）
随意契約（少額
随契）

669,379 4月9日
下水道処理施設維持管理業者登録システム機器
賃貸借

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

31
ＩＣＴを活用した訪日外
国人観光動態調査業
務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

80,000,000 4月10日
訪日外国人旅行者の旅行動態の実態及び潜在的
なニーズを把握するため、ＩＣＴを活用した動態調査
を実施する。

観光庁観光地域振興
部観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-709)

32
平成２７年度　道路施
策に係る資料管理業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

一般競争入札 4,968,000 4月10日
道路施策に係る各種資料を効率的に管理するため
のシステムの構築・保守運用を行う

道路局企画課企画第
二係
tel：03-5253-8485

33

今後のインバウンド政策
のあり方に関する基礎
調査フォロー業務（平成
２６年末）

（株）三菱総合研究所
随意契約（少額
随契）

951,480 4月10日
今後のインバウンド政策のあり方に関する基礎調査に
係る最新動向反映業務

観光庁国際観光課
tel：03-5253-8111(内
線27-404)

34
海洋開発技術者育成の
ための基盤整備業務

（公財）日本財団、（一
財）エンジニアリング協
会、（独）海上技術安全
研究所、（一財）キャノン
グローバル戦略研究
所、（株）日本海洋科学

随意契約（企画
競争）

128,365,350 4月13日

専門カリキュラム・教材及び海洋構造物のオペレー
ションを理解するためのシミュレーションシステム開
発、産学連携による継続的な人材育成システムの
構築に向けた課題を検討し、とりまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課
海洋開発戦略室
tel：03-5253-8614

35
海洋開発技術者育成の
ための海外連携体制構
築のための調査

（公財）日本財団、日本
船舶輸出組合、（一社）
日本中小型造船工業
会、（一社）日本舶用工
業会

随意契約（企画
競争）

18,935,430 4月13日

海外企業や大学のインターンシップ等の受入れに関
する現状を調査するとともに、海外の企業・大学との
連携体制を構築し、インターンシップ等の派遣を促
進するために必要な方策をとりまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課
海洋開発戦略室
tel：03-5253-8614

36
平成２７年度　三重県
内交通円滑化検討業
務

（株）建設技術研究所
中部支社

随意契約（公募） 16,200,000 4月13日

三重県内において、大都市地域周辺の道路ネット
ワークにおけるボトルネック箇所を抽出・分析するとと
もに、渋滞低減策やその効果、整備の優先順位につ
いて検討する。

中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

37
日ＡＳＥＡＮシームレスな
ランドブリッジ輸送の実
現に関する調査事業

（株）富士通総研 一般競争入札 8,100,000 4月13日

ASEAN域内で島嶼国も含めたシームレスなランドブ
リッジ輸送の実現に向けて調査を行い、ランドブリッジ
輸送活性化の実現に向けて想定される新たなルート
等をまとめた調査報告書を作成。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25714
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38
平成27年度　日ASEAN
交通安全・防災対策に
係る優良事例調査事業

（一社）海外運輸協力
協会

一般競争入札 2,138,168 4月13日

平成26年度調査において日本語で作成した「日
ASEAN交通安全・防災対策の優良事例集素案」を
英訳のうえ、ASEAN各国のコメント等を反映させた最
終版を作成。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25714

39
適正な土地取引のため
の適切な監視の在り方
に関する検討業務

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画
競争）

7,398,000 4月14日

大規模災害時における適正な土地取引監視のため
に、東日本大震災の事例を参考に、土地取引や地
価の動向などを分析し、適切な土地取引監視を可
能とするようマニュアルを作成した。

土地・建設産業局企画
課土地取引係
tel：03-5253-8292

40
東京駅周辺地下空間の
現況調査業務

（一財）都市みらい推進
機構

随意契約（少額
随契）

980,640 4月14日
平成絵27年度に東京駅周辺での実施を予定する実
証実験に際し、公共的な地下空間の権利関係等整
理及びWi-Fi設置位置に関する現状調査を実施。

国土政策局
国土情報課　GIS第一
係

41

平成２７年度　道路行
政の方向性の検討に資
する各種論調等の調
査・分析業務

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

46,494,000 4月15日

道路に関する施策や取組みなどについて、有識者や
各種マスメディアを始めとする各種論調等を収集し、
今後の道路行政の方向性を検討するための基礎資
料として、調査・分析する

道路局企画課企画第
二係
tel：03-5253-8485

42
平成２７年度　無電柱
化の推進に関する検討
業務

（一財）日本総合研究
所

随意契約（企画
競争）

19,980,000 4月15日

無電柱化の現状を把握できるよう各種データの整理
や課題を分析等を行うとともに、無電柱化推進に係
る計画の策定に向けた分析や無電柱化推進に向け
た税制等の検討や防災・減災に資する無電柱化方
策の検討を行う

道路局環境安全課道
路交通安全対策室生
活空間係
tel：03-5253-8907

43
アスリート・観客にやさし
い道のあり方等に関する
調査検討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

17,766,000 4月15日
路面温度上昇抑制機能を有する舗装の整備等によ
るアスリート・観客にやさしい道のあり方等について、
所要の検討を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室環境対
策係

44

平成２７年度　安全で快
適な自転車利用環境創
出の促進に関する検討
業務

ドーコン・計量計画研究
所共同提案体

随意契約（企画
競争）

16,999,200 4月15日

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に向け
て、各地域における自転車ネットワーク計画策定状
況や自転車通行空間の整備状況のとりまとめを行う
とともに、自転車ネットワーク計画策定を早期に進展
させるための方策や安全な自転車通行空間を早期
に確保する方策等について検討を行う

道路局環境安全課道
路交通安全対策室環
境分析係
tel：03-5253-8907

45
道路交通情勢調査資
料作成業務

（株）地域未来研究所 随意契約（公募） 540,000 4月15日
１．次期道路交通センサス区間の整理
２．道路交通調査手法の検討
３．Bゾーンの設定

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係

46
ＥＴＣ２．０を用いた特殊
車両の走行経路把握技
術調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

21,988,800 4月16日

国総研実験システムにおける収集データの確認及び
整理、経路情報収集装置で収集される走行履歴
データによる影響の整理、新たなETC2.0車載器の
データ形式活用のためのシステム要件の整理、国総
研実験システムにおける障害発生時の復旧を行うも

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室
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47
ＥＴＣ２．０を用いた物流
支援効果手法等調査
業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

19,980,000 4月16日

物流支援サービスの効果評価方法の整理・効果試
算、社会実験参加者及び物流支援サービス利用者
意識等の把握、システムの改良及びデータ形式の整
理、プローブ情報共用実験システムの検証等を行う
ものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

48
ＥＴＣ２．０プローブ情報
を活用した業績評価指
標に関する調査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

19,872,000 4月16日

ＥＴＣ２．０プローブ情報の収集状況の確認及び整
理、ＥＴＣ２．０プローブ情報を活用した道路行政の業
績評価指標算出に関する整理、ＥＴＣ２．０プローブ
情報のデータ形式・機能の改善に関する要件整理
等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

49
ＥＴＣ２．０プローブ情報
の精度検証等に関する
調査業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

19,818,000 4月16日

ＥＴＣ２．０プローブ情報の精度検証、ＥＴＣ２．０プ
ローブ情報の第三者利用に関する要件整理、プロー
ブ情報利活用システムにおける障害発生時の復旧
支援等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

50
旅行・観光による経済
効果等に関する調査研
究

（公財）日本交通公社
一般競争入札
（総合評価方式）

26,967,600 4月20日
旅行・観光消費動向調査の調査結果の審査・集
計、旅行・観光消費がわが国にもたらす経済効果の
分析等を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-215)

51
河川堤防の調査・評価
手法に関する検討業務

（一財）　国土技術研究
センター

随意契約（企画
競争）

15,714,000 4月20日 河川堤防の調査・評価手法に関する検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

52
平成２７年度　愛知国
道交通円滑化検討業
務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ　中部支店

随意契約（公募） 14,990,400 4月20日

愛知県内において、大都市地域周辺の道路ネット
ワークにおけるボトルネック箇所を抽出・分析するとと
もに、渋滞低減策やその効果、整備の優先順位につ
いて検討する。

中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

53

総合的な交通体系に関
するウェブサイトサーバ
の運用サービス提供業
務

(株)ユアシスト
随意契約（少額
随契）

944,636 4月20日
総合的な交通体系に関するサイト運用の専用ホス
ティングサーバ運用管理を実施。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-115）

54
平成２７年度首都圏広
域地方計画等検討業
務

平成２７年度首都圏広
域地方計画等検討業
務計量計画研究所・福
山コンサルタント設計共

随意契約（企画
競争）

39,916,800 4月21日
「首都圏広域地方計画」の改定、社会資本整備のあ
り方について、各種調査・分析・整理・検討など実施
する。

関東地方整備局首都
圏広域地方計画推進
室
tel：048-600-1945

55
平成２７年度岐阜国道
交通円滑化検討業務

大日本コンサルタント
（株）中部支社

随意契約（公募） 21,340,800 4月21日

岐阜県内において、大都市地域周辺の道路ネット
ワークにおけるボトルネック箇所を抽出・分析するとと
もに、渋滞低減策やその効果、整備の優先順位につ
いて検討する。

中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168



平成２７年度　委託調査費に関する契約状況（４月～６月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

概要 部局等名 備考番号
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

56
平成２７年度道路交通
調査ＯＤ調査の実施に
関する検討業務

平成２７年度道路交通
調査ＯＤ調査の実施に
関する検討業務　計量
計画研究所・サーベイリ
サーチセンター共同提

随意契約（企画
競争）

49,993,200 4月22日

平成27年度に実施予定のＯＤ調査（自動車起終点
調査）について、調査票や調査実施要綱類の内容
検討及び、Web調査システムの構築を行い、効率的
かつ精度の高い調査を実施するための手法検討を
行う

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

57
平成２７年度　静岡地
域道路交通円滑化検
討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

随意契約（公募） 24,786,000 4月22日

静岡県内において、大都市地域周辺の道路ネット
ワークにおけるボトルネック箇所を抽出・分析するとと
もに、渋滞低減策やその効果、整備の優先順位につ
いて検討する。

中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

58
道路関係データに関す
る基礎資料作成業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

20,962,800 4月22日
各種施策の検討のため、道路関係データを収集・整
理し基礎資料を作成するとともに、交通流動に関す
る課題を把握・分析する

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

59
道路と沿道の連携によ
る道路空間の質の向上
に関する調査検討業務

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

17,712,000 4月22日
沿道の地域住民、ＮＰＯ団体、企業等からなる風景
街道パートナーシップの現状、活動状況等について、
情報収集・整理・分析等を行う。

道路局環境安全道路
環境調査室環境調査
係

60
交通流推計手法の精度
向上に関する検討業務

社会システム（株）
随意契約（企画
競争）

16,740,000 4月22日

将来需要推計の精緻化、他交通機関における将来
需要推計との整合性の観点から行われている推計
手法の見直しを踏まえ、分布交通量や配分交通量
等の交通流推計手法において、現行推計手法の課
題を整理するとともに、精度向上に向けた検討を行う

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

61
先進的な道路の利活用
に関する調査検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

15,552,000 4月22日
社会実験のとりまとめ、過年度の社会実験結果の
フォローアップを行うとともに、地域にふさわしい道路
空間のあり方について検討を行う

道路局環境安全道路
環境調査室環境調査
係

62
水害統計調査の調査手
法等に関する検討業務

（一財）　河川情報セン
ター

随意契約（企画
競争）

14,990,400 4月22日 水害統計調査の調査手法等に関する検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

63
東北圏広域地方計画
検討業務

（株）福山コンサルタント
一般競争入札
（総合評価方式）

12,744,000 4月22日
東北圏広域地方計画について、関連計画や社会情
勢の変化を踏まえた計画の改定を行うものである。

東北地方整備局企画
部企画課地方計画係
tel：022-225-2171

64
高潮浸水想定の設定に
関する条件調査検討業
務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

4,298,400 4月22日 高潮浸水想定の設定に関する条件調査検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

65

土砂災害防止月間「功
労者」の国土交通大臣
賞における表彰状の作
成について

（株）謄栄社
随意契約（少額
随契）

77,760 4月22日
土砂災害防止月間「功労者」の国土交通大臣賞に
おける表彰状の作成

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

66
諸外国における治水事
業等の比較分析検討業
務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

25,596,000 4月23日 諸外国における治水事業等の比較分析検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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67

我が国における治水・防
災に係る制度・技術等
の海外展開に向けた情
報発信方策検討業務

国際建設技術協会・パ
シフィックコンサルタンツ
共同提案体

随意契約（企画
競争）

19,299,600 4月23日
我が国における治水・防災に係る制度・技術等の海
外展開に向けた情報発信方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

68
防災協働対話を通じた
案件形成調査検討業
務

国際建設技術協会・建
設技研インターナショナ
ル・八千代エンジニヤリ
ング共同提案体

随意契約（企画
競争）

16,740,000 4月23日 防災協働対話を通じた案件形成調査検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

69
土地政策に係る制度課
題の調査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,482,400 4月23日
土地政策上の課題に関する幅広い情報収集や調
査、分析を行うとともに、国民の新たなニーズに対応
した効果的な土地政策を実施すための課題抽出を

土地・建設産業局企画
課政策第二係
tel：03-5253-8290

70

地方移住の背景にある
「地域ストック」の豊かさ
に関する意識調査及び
分析業務

(株)三菱総合研究所
随意契約（少額
随契）

968,436 4月23日

地方移住者が重要視すると考える金銭化できない
「地域ストック（自然環境、居住環境等）」の内容、そ
の価値が与える直接・間接の金銭的影響の分析を
主として、地方移住者とその他の人の価値観分布の
差異、地方移住者間での価値観分布の差異等につ

総合政策局政策課
政策調査室調査分析
係
tel:03-5253-8111（内
線24-285）

71
ＩＴＳに関する欧米間協
力活動調査及び国際共
同研究支援業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

18,684,000 4月24日

欧米当局との共同研究に係る情報収集、欧米当局
との共同研究に係る会議資料作成補助、広域通信
（プローブデータを含む）の国際調和化に関する対処
方針案に含める内容の抽出・整理を行うものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

72

平成２６年度首都圏整
備に関する年次報告
（平成２７年版首都圏白
書）作成業務

勝美印刷（株） 一般競争入札 2,138,400 4月24日

首都圏整備法第30条の2に基づき、平成26年度首
都圏整備に関する年次報告（平成27年版首都圏白
書）を国会等へ提出するために実施する印刷製本業
務である。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

73
プローブ情報の収集精
度向上等に関する検討
業務

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

34,743,600 4月27日

今後展開されるＥＴＣ２．０の新たなサービスの着実
な運用を図るため、ＥＴＣ２．０プローブ情報の収集精
度向上や新機能追加による車載器の動作検証等を
行う

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室情報システム
係

74
ＩＴＳ技術を活用した特
殊車両の通行許可に係
る適正化検討業務

ＩＴＳ技術を活用した特
殊車両の通行許可に係
る適正化検討業務　オ
リエンタルコンサルタン
ツ・道路新産業開発機
構共同提案体

随意契約（企画
競争）

29,592,000 4月27日
通行許可審査手続の改善策として、ITS技術を活用
した通行経路把握による新たな通行許可制度の導
入に向けた試行及び本格導入に向けた検討を行う

道路局道路交通管理
課車両通行対策室技
術第一係
tel：03-5253-8483

75
平成２７年度全国貨物
純流動調査（年間輸送
傾向調査）

（株）日通総合研究所 一般競争入札 28,080,000 4月27日
純流動調査票の配布・回収及び元データの作成を
行う業務

総合政策局　公共交通
政策部
03-5253-8111
内線54706
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76
ＩＴＳスポット等の道路施
策への効率的な活用方
法等の検討業務

ＩＴＳスポット等の道路施
策への効率的な活用方
法等の検討業務　パシ
フィックコンサルタンツ・
道路新産業開発機構
共同提案体

随意契約（企画
競争）

19,990,800 4月27日

ETC2.0サービスにかかるITSスポット等の基礎資料を
とりまとめるとともに、利用者ニーズに応じた情報提供
の改善方法や、取得したETC2.0プローブ情報の道
路行政への利活用方策を検討することでITSスポット
等の有効活用を図り、ETC2.0サービスの拡充を推進
する

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室道路交通情報
係
tel：03-5253-8484

77
ＩＴＳの国際協調・国際
展開方策に関する検討
業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

19,872,000 4月27日

国際協調や国際展開を推進するため、ＩＴＳ世界会
議をはじめとするＩＴＳ関連会議において必要となる支
援を行うとともに、ＩＴＳ分野における海外の最新情報
の収集を行い、その結果を取りまとめる。また、日本
の優れたＩＴＳ技術をアピールし、海外展開につなげる
ため、特に新興国における制度やＩＴＳの導入状況等
について調査を行い、国際標準化動向も踏まえた国
際展開方策案を取りまとめる

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室情報システム
係
tel：03-5253-8484

78
長崎県における半島振
興連携促進調査事業

（公財）ながさき地域政
策研究所

随意契約（企画
競争）

19,800,000 4月27日

長崎県内の半島振興対策実施地域において空き家
の現況調査を行い、また空き家バンクの運営方法の
検討を行い、移住体制の形成促進について検討す
る。また、島原半島地域において、観光振興にかか
わる各種検討を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

79
平成２７年度　道路のメ
ンテナンスに関するデー
タ整理・検討業務

平成２７年度道路のメン
テナンスに関するデータ
整理・検討業務日本工
営・長大共同提案体

随意契約（企画
競争）

19,742,400 4月27日
全道路管理者から提供された道路構造物の定期点
検結果等を整理し、道路構造物データベースに登録
を行う

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

80

平成２７年度　歩行者
移動支援サービス提供
の普及促進に向けた検
討調査

(株)パスコ
随意契約（企画
競争）

16,696,800 4月27日
ユニバーサル社会の実現に向けた、歩行者移動支
援サービスの導入及び普及促進の方策を検討し取り
まとめを実施。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-115）

81
高知県における半島振
興連携促進調査事業

（株）アール・ピー・アイ
随意契約（企画
競争）

15,999,984 4月27日

高知県内の半島振興対策実施地域において地域の
交流促進・産業振興・定住促進を図るため,地域文
化や自然資源の調査や特産品の開発・販売促進の
取組に関する調査・検討を実施することで、当該半
島地域のさらなる活性化を目指す。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

82
鹿児島県における半島
振興連携促進調査事
業

（株）ＭＢＣサンステージ
随意契約（企画
競争）

14,995,800 4月27日

薩摩・大隅半島において、両半島地域が一体となっ
た情報発信を行い、半島地域の情報発信を効果的
に行う方法を検討するとともに、半島地域の観光資
源における課題を整理・把握することを目的に実施

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

83
青森県における半島振
興連携促進調査事業

（株）アール・ピー・アイ
随意契約（企画
競争）

14,993,910 4月27日

青森県津軽半島を対象に、観光・交流人口の拡大、
地場産業の振興、雇用の創出、定住促進を目的とし
た、地域資源であるひば林と津軽森林鉄道遺構の
活用方策に関する検討及び津軽鉄道を活用した交
流促進方策等に関する検討を実施する。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425
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84
首都圏における高速道
路の料金体系に関する
調査検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,936,000 4月27日
国土幹線道路部会の基本方針を踏まえ、平成28年
度からの首都圏の高速道路の新たな料金体系に関
する調査検討を行う

道路局高速道路課都
市高速道路係
tel：03-5253-8490

85
奈良県における半島振
興連携促進調査事業

（有）ＯＭ環境計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,000,000 4月27日

奈良県でユネスコエコパークの登録を受けた大台ケ
原・大峯山について国内外のユネスコエコパークの
取り組み事例を調査・研究するとともに、多様な媒体
を用いた広報について実施する。また、地域外から
の訪問者へのエコツーリズムを行う。実施箇所は2カ
所程度とし、また同時にエコツーリズムに係わるガイド
の育成手法についても実施検討する。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

86
今後の大都市圏におけ
る戦略的な料金体系に
関する調査分析業務

今後の大都市圏におけ
る戦略的な料金体系に
関する調査分析業務計
量計画研究所・地域未
来研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

8,964,000 4月27日
国土幹線道路部会の基本方針を踏まえ、大都市圏
における政策課題を解決するため、今後の戦略的な
料金体系等に関する調査分析を行う

道路局高速道路課都
市高速道路係
tel：03-5253-8490

87
石川県における半島振
興連携促進調査事業

（一社）能登定住・交流
機構

随意契約（企画
競争）

8,100,000 4月27日

石川県における交流機会の拡大や移住・定住の促
進等により能登地域の活力確保を図るとともに、地
域の存続に不可欠な働く場の確保に向けて地域特
性を活かした産業基盤づくりを目的として、能登地域
への移住・定住を促進するための効果的な情報発
信手法について検討するとともに研修モデル事業を

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

88
広島県における半島振
興連携促進調査事業

ランドブレイン（株）
随意契約（企画
競争）

7,894,800 4月27日
広島県半島地域において、危険家屋の解消及び空
き家の利用促進に資することを目的として、空き家状
況の把握及びデータベース化を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室

89
平成２７年度山村境界
基本調査（島根県益田
市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 6,316,200 4月27日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

90
平成２７年度山村境界
基本調査（岩手県山田
町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 4,644,000 4月27日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

91
平成２７年度山村境界
基本調査（北海道北見
市）に関する業務

(株)八州 一般競争入札 4,104,000 4月27日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

92
平成２７年度山村境界
基本調査（山形県飯豊
町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 3,218,400 4月27日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

93

平成２７年度ミャンマー
国への電子基準点網導
入に係る基礎情報収集
調査

（株）日本旅行
随意契約（少額
随契）

918,000 4月27日
ミャンマーへの電子基準点網導入に係る基礎的な
情報を収集した。

総合政策局海外プロ
ジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8315
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94

平成２７年度水門設備・
揚排水ポンプ設備の点
検・整備要領に関する
検討業務

平成２７年度水門設備・
揚排水ポンプ設備の点
検・整備要領に関する
検討業務一般社団法
人河川ポンプ施設技術
協会・一般社団法人ダ
ム・堰施設技術協会共

随意契約（企画
競争）

37,908,000 4月28日

水門設備・揚排水ポンプ設備の効率的・効果的な維
持管理を進めるために、状態監視保全等の新たな
保全方法の導入等、点検・整備要領に反映させるた
めの検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課機械保全
係
tel:03-5253-8111

95
建設副産物物流のモニ
タリング強化のための検
討業務

建設副産物物流のモニ
タリング強化のための検
討業務日本能率協会
総合研究所・日本建設
情報総合センター共同

随意契約（企画
競争）

34,938,000 4月28日

「建設リサイクル推進計画2014」に基づき、建設副
産物物流のモニタリング強化を図るため、より効率的
なデータ収集や既存システムの改良等モニタリング
のあり方について検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工環境
係
tel:03-5253-8111

96
平成２７年度幹線旅客
流動の把握に関する調
査

幹線旅客流動の把握に
関する調査運輸政策研
究機構・三菱総合研究
所共同提案体

随意契約（企画
競争）

16,500,000 4月28日

第6回全国幹線旅客純流動調査に関して、異なる複
数の統計調査間で調査精度や調査項目の向上を図
る方策や作成するデータのチェック要領等について
の実施計画を作成し、報告書をとりまとめた。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-114）

97
地方公共団体の円滑な
維持管理の推進に向け
た支援方策検討業務

日本工営(株)
随意契約（企画
競争）

14,234,400 4月28日

地方公共団体が社会資本の維持管理を実施してい
くにあたり、人材不足などの課題解決に向け、地方公
共団体への技術者派遣の仕組み構築に向けた調査
検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課事業調整
第一係
tel:03-5253-8111

98
平成２７年度総合的な
交通体系の評価手法高
度化業務

(株)ライテック
随意契約（企画
競争）

13,996,800 4月28日

総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）について、利用者
ニーズを踏まえて経路探索機能等に関するプログラ
ム改修を行うとともに、NITASに収蔵されているデータ
の更新作業を行い、報告書をとりまとめた。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-114）

99

平成２７年度　大規模
災害に備えた国土形成
に資する総合交通体系
の確保に係る調査検討
業務

(株)野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,280,600 4月28日
　昨年度に実施した人流シミュレーション結果等を踏
まえ、総合交通体系の整備に係るハード・ソフト対策
について検討し、報告書をとりまとめた。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-113）

100

社会構造の変化に対応
した社会資本の維持管
理・利活用及び整備に
関する調査・検討業務

(株)野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,892,800 4月28日
維持管理・更新方策の新たな取り組みの一つである
包括的委託による維持管理の実施に向けた調査・
検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課事業調整
第二係
tel:03-5253-8111

101
建設発生土の有効利用
および適正管理のため
の検討業務

建設発生土の有効利用
および適正管理のため
の検討業務日本能率協
会総合研究所・日本建
設情報総合センター共
同提案体

随意契約（企画
競争）

9,828,000 4月28日

「建設リサイクル推進計画2014」に基づき、官民一
体となった建設発生土の相互有効利用のマッチング
を強化するための仕組みの検討・構築や適正管理
の仕組みの検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工環境
係
tel:03-5253-8111
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102
平成２７年度情報化施
工の活用による建設生
産システムの高度化検

（一社）日本建設機械
施工協会

随意契約（企画
競争）

9,612,000 4月28日
本業務は、情報通信技術を活用した施工技術につ
いて、直轄工事において導入効果を検証し、公共工
事全体へ普及促進させるための検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工企画
係

103
平成２７年度　新たな総
合交通体系の整備に向
けた調査検討業務

(株)サンビーム
随意契約（企画
競争）

8,499,600 4月28日
　「地方創生」に資する総合交通体系の整備の方向
性や具体的施策等について検討し、報告書をとりま
とめた。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-113）

104
平成２７年度山村境界
基本調査（鳥取県日南
町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 8,348,400 4月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備する。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

105
平成２７年度山村境界
基本調査（福島県塙
町）に関する業務

(株)大輝 一般競争入札 8,013,600 4月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

106
建設リサイクル推進に係
る重点施策に関する検
討業務

（一財）先端建設技術セ
ンター

随意契約（企画
競争）

6,804,000 4月28日
「建設リサイクル推進計画2014」の重点施策実施に
必要となる検討や建設リサイクルに係る関係者の理
解を促進するための広報資料の作成等を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工環境
係

107
平成２７年度山村境界
基本調査（新潟県刈羽
村）に関する業務

(株)大輝 一般競争入札 4,687,200 4月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

108
平成２７年度水源地域
の活性化に係る調査業
務

中央開発株式会社
一般競争入札
（総合評価方式）

3,747,600 4月28日 平成２７年度水源地域の活性化に係る調査を行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
水源地域振興室
０３－５２５３－８１１１
（内線３１３１４）

109
VJインドネシア・マレーシ
アプロモーション事業

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画
競争）

3,449,915 4月28日

インドネシア及びマレーシアの旅行会社を招請しファ
ムトリップを実施する。またインドネシア及びマレーシ
アの旅行博出展事業を実施し、招請旅行会社が造
成した旅行商品の販売支援・ＰＲを図る。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

110
地方都市の不動産ファ
イナンス等の環境整備
に係る業務

（株）日本経済研究所 一般競争入札 29,100,001 4月30日

資金の循環による地方創生を推進するため、地方都
市における不動産ファイナンス等の環境整備を行っ
た。
具体的には、次に掲げる業務を実施した。
・有識者検討会及び各地でセミナー（研修会）の開
催。
・国内各都市における協議会の設置・運営、各種取
組の取り纏め。
・地方都市における不動産ファイナンス等に係る事
例集の作成。

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室
内線：25-157
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111
住宅団地の再生のあり
方に係る調査検討業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

15,984,000 4月30日

住宅団地の再生のあり方に関する検討会において指
摘された意見等も踏まえ分譲住宅を中心とした住宅
団地の再生のあり方を検討するため、本年２月下旬
に公表された平成２５年住宅・土地統計調査結果等
を活用した住宅団地に係る実態調査等の基礎的な
調査を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
マンション政策室
計画管理係
内線39-644

112
スノーリゾート地域の活
性化に向けた調査事業

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

7,925,040 4月30日

国内のスノーリゾート地域の現状・課題、及び国内外
の事例、国内スキー人口の拡大に向けた取り組みな
どの調査・分析を深掘りし、有識者・関係者による検
討会などにより、今後の取組みの方向性をまとめる。

観光庁観光地域振興
部観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-712)

113

不動産流通市場におけ
る情報ストックの整備・
提供方法に関する調査
検討業務

日本ユニシス（株）
随意契約（企画
競争）

78,948,000 5月1日
不動産総合データベースの横浜市における試行運
用の実施状況やアンケート結果をとりまとめた報告書

土地・建設産業局不動
産業課情報整備係
03-5253-8111（内線
25134）

114
平成２７年度主要都市
における高度利用地の
地価分析調査業務

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画
競争）

23,932,800 5月1日
地価動向を先行的に表しやすい主要都市における
高度利用地について、四半期毎の詳細な市場分析
及び土地価格の変動率の調査を行った報告書。

土地・建設産業局地価
調査課地価公示室公
示係

115

建築物の省エネルギー
基準への適合性確保等
に向けた現状の対応状
況と課題分析調査

（一財）建築環境・省エ
ネルギー機構

随意契約（企画
競争）

15,994,800 5月1日

省エネルギー基準（平成25年基準）の完全施行を
踏まえ、今後の基準や水準のあり方、省エネルギー
基準への適合義務化に向けて民間審査機関等の活
用を見据えた実態把握を目的とする

住宅局住宅生産課
建築環境企画室
省エネ係
内線39-464

116
住宅の省エネルギー基
準への適合状況等に係
る調査

（株）砂川建築環境研
究所

随意契約（企画
競争）

15,826,000 5月1日

平成25年1月31日に公布された改正省エネルギー
基準に基づき、現行の住宅の断熱性能の分布状
況、設備機器の採用状況等について、建て方区分、
地域区分、構造区分等ごとの傾向を把握することを

住宅局住宅生産課
建築環境企画室
省エネ係
内線39-437

117
平成２７年度国土政策
関係研究支援等業務

（株）オーエムシー 一般競争入札 14,523,300 5月1日

国土計画・国土政策に関する調査・研究を行う若手
研究者に対して、研究課題を公募し、優秀な研究企
画案に対して研究助成を行う。
研究支援を実施するうえで必要となる一連の事務作
業及び関連する研究についての整理を行う。

国土政策局
国土情報課　専門調査
官
tel：03-5253-8353

118

被災地における持続可
能な地域公共交通の構
築に向けた検討調査業
務

（株）ケー・シー・エス
東北支社

随意契約（企画
競争）

4,997,000 5月1日

東日本大震災発生から4年が経過する中、各地域に
おける復興状況や公共交通の状況の整理を行い、
持続可能な地域公共交通の構築に向けた自治体の
検討状況や課題などの各種情報の収集・整理・分析

東北運輸局交通政策
部
交通企画課
tel：022-791-7507

119
B-DASHプロジェクトにお
ける実証技術の普及展
開資料等作成補助業

（株）クオラス
随意契約（少額
随契）

907,200 5月1日
B-DASHプロジェクトにおける実証技術の普及展開資
料等作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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120

平成２７年度テレワーク
推進調査（テレワーク展
開拠点整備推進方策
検討調査）

テレワーク展開拠点推
進共同提案体

随意契約（企画
競争）

39,906,000 5月7日

女性や若者、高齢者の活躍による労働力の拡大、
大都市への一極集中の是正による地方での雇用拡
大等のため、地方都市及び大都市郊外部において、
セキュリティの確保などテレワークを実施する環境の
整ったテレワーク展開拠点（テレワークセンター)が成
立するための運営条件を検証し、整備推進方策を
検討することを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

121

交通調査の簡易化・効
率化に向けたGPS付き
携帯電話の実用化試行
調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

19,872,000 5月7日

ＧＰＳ付き携帯電話を活用して、都市交通調査の簡
易化・効率化を目的としており、過年度に開発した調
査アプリケーションの改良を行うとともに、実際に都市
交通調査を実施する都市圏を対象として調査アプリ
ケーションの導入検討および都市交通分野への活
用可能性についての分析を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

122

「平成２７年度我が国建
設産業のインドネシア展
開促進及び中堅・中小
建設企業の海外進出支
援業務」

（株）日本コンサルタント
グループ

随意契約（企画
競争）

18,000,000 5月7日
海外事業に意欲がある中堅・中小建設企業の海外
進出を促進するため、日・インドネシア建設会議を開
催した。

土地・建設産業局国際
課国際調査第一係
03-5253-
8111(30714)

123
屋上緑化等に関する実
績分析及び技術推進方
策検討調査

公益財団法人 都市緑
化機構

随意契約（企画
競争）

16,956,000 5月7日

屋上緑化や壁面緑化に関する施工実績等の傾向を
把握するとともに、民間事業者等が実施する緑化技
術開発の取組の動向の把握・分析を通じた緑化技
術開発の推進方策のあり方について検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

124
日本庭園の普及啓発等
に関する検討調査業務

公益財団法人 都市緑
化機構

随意契約（企画
競争）

16,900,000 5月7日

国内外に存在する主要な日本庭園について、その適
切な維持管理や利活用が進められるよう、日本庭園
の設置状況等の把握を行うとともに、維持管理等に
関する課題を抽出し、今後の日本庭園の維持管理
や普及啓発事業のあり方等に関する検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

125

踏切対策促進のための
連続立体交差事業等の
効率的な推進方策検討
業務

踏切対策促進のための
連続立体交差事業等の
効率的な推進方策検討
業務公益社団法人日
本交通計画協会・株式
会社国際開発コンサル
タンツ・株式会社トーニ
チコンサルタント・株式会
社復建エンジニヤリング

随意契約（企画
競争）

15,984,000 5月7日

連続立体交差事業における関係者間の協議・調整
の円滑化のための改善策や民間活力の活用等によ
る事業推進方策を検討するとともに、地域の特性を
ふまえた連続立体交差事業等の進め方について検
討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

126
大都市圏における物流
施設の整備に関する調
査検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

14,904,000 5月7日

大都市圏における物流施設の新規開発圧力や、物
流施設の高機能化等に対応するような既存物流施
設の機能更新に対する要求等が高まっているという
背景に加え、新規開発用地が不足しているという状
況も加味し、物流施設の新規整備及び再整備のあり
方を検討することを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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127
新興国における都市交
通システム導入促進に
向けた調査・支援業務

新興国における都市交
通システム導入促進に
向けた調査・支援業務
公益社団法人日本交
通計画協会・株式会社
メッツ研究所共同提案

随意契約（企画
競争）

14,364,000 5月7日

都市交通システムについて、日本の技術的優位性を
整理したうえで、カンボジアなどのアジア新興国にお
ける都市交通システム導入に向けた調査を行う。さ
らに、現地において日本の都市交通システムの技術
をＰＲするためのセミナーを開催し、交通分野におけ
る民間企業の海外展開を推進することを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

128

都市の再構築に向けた
都市再生整備計画事
業等の活用方策検討業
務

（株）URリンケージ
随意契約（企画
競争）

12,960,000 5月7日

都市の再構築に資する都市機能等の立地促進の課
題を分析した上で、特に公的不動産について分析、
都市再生整備計画事業等の活用方策の検討を行う
とともに、平成２７年度完了予定地区の事後評価と
事業効果等の整理及びとりまとめを行うことを目的と

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

129
市街地部における自転
車利用の促進方策に関
する検討調査業務

市街地部における自転
車利用の促進方策に関
する検討調査業務公益
社団法人日本交通計
画協会・株式会社ドーコ
ン東京支店・株式会社
日本能率協会総合研
究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

11,998,800 5月7日

都市部の移動手段として自転車は、環境負荷が少
なく、また健康志向の高まりを背景に、その利用ニー
ズが高まっており、コンパクトシティの実現に向けた取
組と一体となって自転車通行空間や駐輪場の整備
等の取組を進めていくことが求められているところであ
る。
このような背景から、コンパクトシティの推進に向けた
自転車の利活用方策など、市街地部における自転

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

130

都市の国際競争力強化
に資する公共公益施設
整備の推進に向けた方
策検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,934,000 5月7日

都市機能（都市基盤、企業集積、海外都市からのア
クセシビリティなど）について、経済活動が活発なビジ
ネス拠点となる地域を形成するという観点から整理
及び分析を行った上で、公共公益施設の整備がどの
程度、国際競争力の強化に寄与するのか、多様な
観点からその整備効果について把握する手法につい
て検討を行い、国内における取組事例を対象とした
整備効果の検証及び分析を行う。そして、各地域の
特性に合わせて、効果的に都市の国際競争力強化
を図っていくために求められる公共公益施設の立地
条件や適正規模などについて明らかにすることによ
り、公共公益施設整備のあり方を検討することを目

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

131
特殊空間緑化ガイドライ
ン策定検討調査

公益財団法人 都市緑
化機構

随意契約（企画
競争）

9,936,000 5月7日

屋上緑化・壁面緑化等に関する新たな取組みの普
及や、発注者の緑化に対する意欲を高めることによ
り、都市における緑化空間の更なる拡大を図るため、
新たな緑化の取組みの優良事例を示すとともに、そ
の施工や永続的な運営管理を実施する際の技術的
配慮事項をとりまとめた特殊空間緑化ガイドライン

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

132

都市機能等の持続性確
保に向けた都市計画手
法等の活用に関する調
査検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,882,000 5月7日
都市機能の持続性確保に係る人口密度水準等と広
域的な連携による都市機能等の整備・利用に関する
計画手法などについて検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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133

コンパクトシティの形成に
向けた空き家空き地へ
の対応策に関する調査
検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

9,860,400 5月7日
各地区における空き家・空き地等の実態、土地利用
ニーズ等を踏まえつつ、関係者の合意形成を図るた
めの方策について検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

134
都市と緑・農が共生した
まちづくりに関する検討
調査

一般財団法人 日本緑
化センター

随意契約（企画
競争）

9,823,680 5月7日

地方公共団体における緑地の保全及び緑化の推進
に関する施策等の運用状況を把握するとともに、市
街地等に存在している樹木の経済的価値の評価手
法の検討や、市街化区域内農地の保全・活用のあり
方の検討を通じ、都市と緑・農が共生したまちづくりの
実現に向けた施策の検討を進める

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

135

平成２７年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の事業推進調査業
務

平成27年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の事業推進調査業
務日本工営・日建設計
総合研究所・URリンケー
ジ共同提案体

随意契約（企画
競争）

8,996,400 5月7日

ベトナムにおけるエコシティ開発具体化の教訓、課
題、改善点等の整理をするとともに、ベトナムにおけ
るエコシティ開発の評価指標に関してベトナム政府
主体の評価指標策定に向けた支援を行うことを目的
としている。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

136
平成２７年度中国におけ
る環境共生型都市開発
の事業推進調査

平成２７年度中国におけ
る環境共生型都市開発
の事業推進調査業務Ｕ
Ｒリンケージ・日建設計・
日建設計総合研究所
共同提案体

随意契約（企画
競争）

7,992,000 5月7日

中国における環境共生型都市（以下「エコシティ」と
いう。）開発について、「中国政府関係者等との政策
対話」、「日中官民交流の促進および日中民間事業
者のビジネスマッチング」、「中国における開発推進の
教訓、課題、改善点等の整理」を実施することを目
的としている。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

137
平成27年度全国都市
交通特性調査の実査総
括管理業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

7,884,000 5月7日

第6回全国都市交通特性調査の推進本部として調
査工程の策定と調査マニュアル等の整備、全国10
ブロックで地方整備局等が行う実査の技術指導およ
び進捗管理を行うとともに、各ブロックで作成されるオ
リジナルファイルの照査等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

138

平成27年度　日本の都
市開発事業の優位性に
関する発信方法の調査
業務

平成27年度　日本の都
市開発事業の優位性に
関する発信方法の調査
業務ＵＲリンケージ・日
建設計総合研究所共
同提案体

随意契約（企画
競争）

7,754,400 5月7日

アジア新興国は環境汚染、インフラ未整備等多くの
都市問題を抱えており、日本が得意とする公共交通
中心、低炭素型、インフラと一体となった開発等に対
し、多くのアジア各国から期待が寄せられている。
日本が有する都市開発モデルの優位性を整理し、ア
ジア新興国に向けて当該優位性を発信することを目
的としている。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

139
平成２８年地価調査業
務に係るデータ集計、分
析等業務

ＴＩＳ（株） 一般競争入札 3,549,000,000 5月8日

地価公示法の規定に基づき行った1月1日現在の標
準地の価格判定について、地価公示鑑定評価員か
ら提出された各種データの集計、分析を行った上、
全国の地価状況を把握した公表資料。

土地・建設産業局地価
調査課地価公示室公
示係
tel:03-5253-8379

140
VJ水郷三都タイ誘客事
業

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画
競争）

1,089,988 5月8日
鹿嶋市、潮来市、香取市を対象にタイの旅行会社及
びメディアを招請しファムトリップによる旅行商品造成
及び記事掲載の促進を図る

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273
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141
下水道分野の国際展開
促進支援業務

下水道分野の国際展開
促進支援業務　三菱総
合研究所・下水道事業
支援センター共同提案

随意契約（企画
競争）

29,991,600 5月11日 下水道分野の国際展開促進支援を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

142
水の再利用等に関する
国際標準化促進検討
業務

日本水工設計（株）
随意契約（企画
競争）

14,904,000 5月11日 水の再利用等に関する国際標準化促進検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

143
技術者の育成・確保に
関する検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

10,983,600 5月11日
建設工事における適正な施工を確保するため、建設
業法に基づく技術者の育成・確保策等について、現
行制度の検証及び改善等に関する調査・検討を行

土地・建設産業局建設
業課技術検定係
０３－５２５３－８２７７

144
下水熱利用事業導入
支援等業務

下水熱利用事業導入
支援等業務　三菱総合
研究所・総合設備コン
サルタント共同提案体

随意契約（企画
競争）

10,962,000 5月11日 下水熱利用事業導入支援等を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

145
水災害分野における気
候変動適応策の推進方
策調査検討業務

（一財）　国土技術研究
センター

随意契約（企画
競争）

49,680,000 5月12日
水災害分野における気候変動適応策の推進方策調
査検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

146
下水道分野におけるア
セットマネジメントの導入
のための人材育成業務

日本下水道事業団
随意契約（企画
競争）

45,338,400 5月12日
下水道分野におけるアセットマネジメントの導入のた
めの人材育成を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

147
地域づくり地方計画策
定業務

（株）地域未来研究所
随意契約（企画
競争）

17,928,000 5月12日
近畿圏広域地方計画等の見直しに向けた検討及び
関連資料の作成

近畿地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係

148
下水道事業管理計画
（仮称）策定に関する手
引き作成検討業務

横浜ウォーター（株）・
（一財）都市技術セン
ター共同提案体

随意契約（企画
競争）

11,340,000 5月12日
下水道事業管理計画（仮称）策定に関する手引き作
成検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

149
建設リサイクル推進等の
ための適切な施工管理
に関する検討業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

8,910,000 5月12日 解体工事に関する既存資格の適用性等の検討
土地・建設産業局建設
業課技術検定係
０３－５２５３－８２７７

150
内水浸水情報の提供手
法等に関する検討業務

（株）日水コン
随意契約（企画
競争）

8,802,000 5月12日 内水浸水情報の提供手法等に関する検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

151
下水道施設の老朽化対
策・耐震対策に関する
検討資料作成補助業

（株）日水コン
随意契約（少額
随契）

983,880 5月12日
下水道施設の老朽化対策・耐震対策に関する検討
資料作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

152
下水道における革新的
技術の選定に係る資料
作成等補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

918,000 5月12日
下水道における革新的技術の選定に係る資料作成
等補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

153

下水道革新的技術実
証事業の実証テーマ選
定に係る資料作成等補
助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

874,800 5月12日
下水道革新的技術実証事業の実証テーマ選定に係
る資料作成等補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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154

コネクティビティマップ、
ＰＰＰベストプラクティス、
質の高い交通プロジェク
ト事例報告書作成業務

（株）富士通総研 一般競争入札 14,040,000 5月13日
フィリピンにてAPEC交通大臣会合を開催。日本が各
APECエコノミーのコネクティビティマップ等をとりまとめ
報告書作成し、本会合で報告した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25714

155

集約型都市構造の実現
に向けた土地利用・開
発許可にかかる制度・
運用のあり方に関する
検討調査業務

（公財）都市計画協会
随意契約（企画
競争）

9,990,000 5月13日

市街化調整区域等における地区計画等の土地利用
制度及び開発許可に係る制度・運用のあり方に関す
る調査を実施し、その制度・運用について、コンパクト
なまちづくりを推進する観点から、中長期的に改善す
べき課題等に関する分析・検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

156
平成２７年度山村境界
基本調査（岐阜県白川
町）に関する業務

（株）三栄コンサルタント 一般競争入札 3,780,000 5月13日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

157
道路分野の海外展開補
助業務

（一社）国際建設技術
協会

一般競争入札 1,717,200 5月13日
海外案件リストの時点更新、情報共有プラットフォー
ム（PF）の維持管理、２国間会議の運営補助を通じ
て、道路分野の海外展開を補助する

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

158
ＥＴＣ２．０を用いた物流
支援社会実験システム
構築・検証業務

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

59,616,000 5月14日
社会実験のために、プローブ情報中継システムの構
築及び検証、物流支援社会実験参加者の募集補
助等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

159

円滑、安全・安心な道
路交通の実現に向けた
路車協調システムに関
する検討業務

円滑、安全・安心な道
路交通の実現に向けた
路車協調システムに関
する検討業務共同提案
体

随意契約（企画
競争）

24,894,000 5月14日

円滑、安全・安心な道路交通の実現方策に関する
取組の一環として、運転支援システム等に関する調
査、会議等への対応支援を行うとともに、インフラと
車両のデータを相互にやりとりし、活用することで、円
滑、安全・安心な道路交通に資する路車協調システ

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室情報システム
係
tel：03-5253-8484

160
踏切道対策の推進及び
制度改正に関する検討
業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

19,980,000 5月14日

平成27年度末に踏切道改良促進法に基づく措置が
期限を迎えることを踏まえ、今後の踏切対策の方針
の検討に向けて、データ分析や対策の評価等を行う
とともに新たな踏切施策について検討する

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

161
道路交通分野における
新しいＩＴＳ技術の活用
方策に関する検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

19,872,000 5月14日

社会情勢の変化にあわせて求められるＩＴＳ技術の導
入を図るため、ＥＴＣ２．０プローブ情報を活用した
サービスについて検討するとともに、今後のＩＴＳ技術
の目指すべき方向性について整理する

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室情報システム
係

162
平成２７年度露出配管
伸縮量計測業務

(有)坂田設備
随意契約（少額
随契）

972,540 5月15日
熊本県益城町に設置済みの露出配管について、気
温変化による管材の伸縮状況を把握するために、定
期的な平面位置及び高さの測量を実施した。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水道
研究室
tel : 029-864-3343
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163
下水道技術ロードマップ
（案）検討業務

（株）日水コン
随意契約（少額
随契）

972,000 5月15日
下水道技術ロードマップ（案）の原案に有識者による
検討結果を反映する修正作業を行った。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933

164

平成27年度外国人建
設就労者受入事業に係
る監理団体アンケート調
査業務

テントセント（株）
随意契約（少額
随契）

660,420 5月15日
建設分野の監理団体に対して、外国人建設就労者
受入事業の活用希望及び受入希望人数等の調査
を実施し、分析結果を受領。

土地・建設産業局　建
設市場整備課　労働資
材対策室　監理係
（内線）24855

165
平成２７年度　四国圏
広域地方計画推進検
討等業務

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（公募） 19,980,000 5月18日
1．新たな四国圏広域地方計画の改定に向けた検
討等

四国地方整備局
広域計画課
計画調整係
tel：087-811-8309

166
改築更新を踏まえた下
水道積算基準に関する
検討業務

日本下水道事業団
随意契約（企画
競争）

19,926,000 5月18日
改築更新を踏まえた下水道積算基準に関する検討
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

167
下水道資源の有効活用
に関する取組みの普及
戦略検討業務

（株）アサツーデイ・ケイ
随意契約（企画
競争）

14,968,800 5月18日
下水道資源の有効活用に関する取組みの普及戦略
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

168
下水道事業における執
行体制の強化方策に関
する検討業務

（株）ＮＪＳ
随意契約（企画
競争）

11,880,000 5月18日
下水道事業における執行体制の強化方策に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

169
微生物燃料電池による
省エネ型廃水処理のた
めの基盤技術の開発

（国）　岐阜大学 随意契約（公募） 4,999,999 5月18日
微生物燃料電池による省エネ型廃水処理のための
基盤技術の開発

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

170

下水汚泥を用いた高付
加価値きのこの生産技
術及びその生産過程で
発生する廃培地・炭酸
ガスの高度利用技術の

（独）　国立高等専門学
校機構　鹿児島工業高
等専門学校

随意契約（公募） 4,999,999 5月18日
下水汚泥を用いた高付加価値きのこの生産技術及
びその生産過程で発生する廃培地・炭酸ガスの高度
利用技術の開発

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

171
下水処理水再利用によ
る飼料用米栽培に関す
る研究

（国） 山形大学 随意契約（公募） 4,999,999 5月18日
下水処理水再利用による飼料用米栽培に関する研
究

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

172
消化汚泥の肥料利用に
関する研究

（国） 高知大学 随意契約（公募） 4,999,482 5月18日 消化汚泥の肥料利用に関する研究
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

173

グラフェン－酸化グラ
フェン還元微生物複合
体を用いたバイオマス電
力生産技術の下水処理
施設への適用検討

日本工営（株）コンサルト
事業本部

随意契約（公募） 4,968,000 5月18日
グラフェン－酸化グラフェン還元微生物複合体を用
いたバイオマス電力生産技術の下水処理施設への
適用検討

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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174
好塩古細菌を用いたカ
リウム資源回収の実用
化に関する技術開発

（国）北海道大学大学
院

随意契約（公募） 4,953,852 5月18日
好塩古細菌を用いたカリウム資源回収の実用化に関
する技術開発

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

175
下水を利用して培養し
た微細藻類による漁業
飼料生産技術の開発

中央大学理工学研究
所

随意契約（公募） 4,944,089 5月18日
下水を利用して培養した微細藻類による漁業飼料
生産技術の開発

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

176
VJ台湾・タイFIT拡大の
ための情報発信事業

（株）JTBプロモーション
随意契約（企画
競争）

3,998,400 5月18日

成田・羽田空港を利用する訪日観光客を想定したパ
ンフレット及び電子媒体の作成並びに対象市場の旅
行博覧会への出展、セールスコールを通じて空港周
辺観光に関する情報発信を行う。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

177

不動産証券化手法等に
よる公的不動産（ＰＲＥ）
の活用のあり方に関する
調査検討業務

（株）日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

19,980,000 5月19日

公的不動産（ＰＲＥ）の活用を促進し、投資対象の多
様化を図るため、次に掲げる業務を実施した。
①不動産証券化手法等の活用が見込まれる公的
不動産（ＰＲＥ）活用事業に係る具体的な調査等
②不動産証券化手法等による公的不動産（ＰＲＥ）の
活用のあり方に関する地方公共団体向けの手引書

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室不動
産再生係
内線：30-215

178

平成２７年度インフラ海
外展開のための我が国
インフラの魅力発信業
務

（株）日経ビーピー
随意契約（企画
競争）

4,190,400 5月19日

今後、都市開発の進展やインフラ市場の拡大が見
込まれるアジア諸国等の在京大使等要人を対象
に、我が国が世界に誇る官民一体となった都市開発
事例やその手法、さらには自然環境や災・減災など
の先進的な取組を紹介するとともに、開発の担い手
である企業等との意見交換の機会を提供する。

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

179
二次壁つき実大鉄筋コ
ンクリート造架構損傷量
評価のための実験業務

JV:西松建設・熊谷組・
佐藤工業・戸田建設・
前田建設工業設計共
同体

随意契約（企画
競争）

34,992,000 5月20日

鉄筋コンクリート造建築物を対象に、静的漸増載荷
実験による二次壁の使用限界状態・安全限界状態
でのひび割れと壁つき架構の応力状態等のデータ取
得、解析、高密配筋二次壁のひび割れ抑制効果や
壁つき架構損傷性状の技術的知見を整理する。

国土技術政策総合研
究所建築研究部基準
認証システム研究室
tel : 029-864-4387

180
平成２７年度河川津波
の特性把握に関する水
理実験業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

9,936,000 5月20日

本業務は、河川津波遡上の解析手法において、解
析手法そのものの高度化と、境界条件等の設定方
法の具体化のためのデータを得ることを目的に、北
上川を対象に追波湾の湾口から北上川9kp を含む
約10km×8km の範囲を縮尺1/330 で製作した模
型を用いて、津波遡上時の水位・波速等を確認する
ための水理模型実験と再現解析を行うものである。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川
研究室
tel : 029-864-2758

181
平成２７年度水害統計
調査委託業務

新潟県
随意契約（競争
性なし）

572,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

182
平成２７年度水害統計
調査委託業務

北海道
随意契約（競争
性なし）

466,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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183
平成２７年度水害統計
調査委託業務

福岡県
随意契約（競争
性なし）

440,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

184
平成２７年度水害統計
調査委託業務

京都府
随意契約（競争
性なし）

435,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

185
平成２７年度水害統計
調査委託業務

岡山県
随意契約（競争
性なし）

423,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

186
平成２７年度水害統計
調査委託業務

大阪府
随意契約（競争
性なし）

422,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

187
平成２７年度水害統計
調査委託業務

愛知県
随意契約（競争
性なし）

390,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

188
平成２７年度水害統計
調査委託業務

和歌山県
随意契約（競争
性なし）

389,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

189
平成２７年度水害統計
調査委託業務

千葉県
随意契約（競争
性なし）

384,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

190
平成２７年度水害統計
調査委託業務

兵庫県
随意契約（競争
性なし）

334,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

191
平成２７年度水害統計
調査委託業務

広島県
随意契約（競争
性なし）

329,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

192
平成２７年度水害統計
調査委託業務

島根県
随意契約（競争
性なし）

322,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

193
平成２７年度水害統計
調査委託業務

三重県
随意契約（競争
性なし）

300,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

194
平成２７年度水害統計
調査委託業務

徳島県
随意契約（競争
性なし）

285,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

195
平成２７年度水害統計
調査委託業務

長野県
随意契約（競争
性なし）

283,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

196
平成２７年度水害統計
調査委託業務

岩手県
随意契約（競争
性なし）

278,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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197
平成２７年度水害統計
調査委託業務

長崎県
随意契約（競争
性なし）

267,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

198
平成２７年度水害統計
調査委託業務

茨城県
随意契約（競争
性なし）

257,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

199
平成２７年度水害統計
調査委託業務

埼玉県
随意契約（競争
性なし）

252,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

200
平成２７年度水害統計
調査委託業務

宮城県
随意契約（競争
性なし）

247,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

201
平成２７年度水害統計
調査委託業務

鹿児島県
随意契約（競争
性なし）

241,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

202
平成２７年度水害統計
調査委託業務

静岡県
随意契約（競争
性なし）

240,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

203
平成２７年度水害統計
調査委託業務

熊本県
随意契約（競争
性なし）

239,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

204
平成２７年度水害統計
調査委託業務

青森県
随意契約（競争
性なし）

234,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

205
平成２７年度水害統計
調査委託業務

岐阜県
随意契約（競争
性なし）

231,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

206
平成２７年度水害統計
調査委託業務

高知県
随意契約（競争
性なし）

223,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

207
平成２７年度水害統計
調査委託業務

山口県
随意契約（競争
性なし）

214,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

208
平成２７年度水害統計
調査委託業務

東京都
随意契約（競争
性なし）

207,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

209
平成２７年度水害統計
調査委託業務

秋田県
随意契約（競争
性なし）

202,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

210
平成２７年度水害統計
調査委託業務

沖縄県
随意契約（競争
性なし）

200,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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211
平成２７年度水害統計
調査委託業務

滋賀県
随意契約（競争
性なし）

180,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

212
平成２７年度水害統計
調査委託業務

大分県
随意契約（競争
性なし）

178,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

213
平成２７年度水害統計
調査委託業務

奈良県
随意契約（競争
性なし）

172,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

214
平成２７年度水害統計
調査委託業務

石川県
随意契約（競争
性なし）

167,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

215
平成２７年度水害統計
調査委託業務

山形県
随意契約（競争
性なし）

166,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

216
平成２７年度水害統計
調査委託業務

神奈川県
随意契約（競争
性なし）

160,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

217
平成２７年度水害統計
調査委託業務

宮崎県
随意契約（競争
性なし）

156,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

218
平成２７年度水害統計
調査委託業務

佐賀県
随意契約（競争
性なし）

147,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

219
平成２７年度水害統計
調査委託業務

福島県
随意契約（競争
性なし）

144,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

220
平成２７年度水害統計
調査委託業務

群馬県
随意契約（競争
性なし）

139,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

221
平成２７年度水害統計
調査委託業務

愛媛県
随意契約（競争
性なし）

134,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

222
平成２７年度水害統計
調査委託業務

富山県
随意契約（競争
性なし）

126,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

223
平成２７年度水害統計
調査委託業務

鳥取県
随意契約（競争
性なし）

121,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

224
平成２７年度水害統計
調査委託業務

福井県
随意契約（競争
性なし）

113,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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225
平成２７年度水害統計
調査委託業務

香川県
随意契約（競争
性なし）

110,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

226
平成２７年度水害統計
調査委託業務

山梨県
随意契約（競争
性なし）

108,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

227
平成２７年度水害統計
調査委託業務

栃木県
随意契約（競争
性なし）

103,000 5月20日 平成２７年度水害統計調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

228
平成２７年度　中部圏
広域地方計画検討業
務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）名古
屋

随意契約（公募） 13,500,000 5月21日

1.改定に係る検討及び資料作成
2.会議資料(案)等作成
3.改定計画におけるモニタリング方針検討
 4.スーパーメガリージョンによる社会影響検討

中部地方整備局
企画部広域計画課
計画調整係
tel：052-953-8129

229
建設機械施工における
低燃費化に関する検討
業務

（一社）日本建設機械
施工協会

随意契約（企画
競争）

9,936,000 5月21日
建設施工の省エネ化を促進するため、ホイールク
レーン及び発動発電機の燃費測定方法について検
討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課環境技術
係

230
平成２７年度中部地方
の将来像検討業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）名古
屋

随意契約（公募） 9,720,000 5月21日

「第３次まんなかビジョン　基本理念」を指針とし、そ
の実行計画について安心安全、経済活性化、豊か
な地域づくりに資する社会資本の整備方針の検討を
行う

中部地方整備局
企画部企画課
事業調整係
tel：052-953-8127

231

海外における建設機械
へのバイオディーゼル燃
料の使用に関する調
査・検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,603,200 5月21日

海外における建設機械へのバイオディーゼル燃料の
製造、使用の実態について調査・整理を行うととも
に、各国の制度・システムの日本国内への適合性に
ついて比較検討を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課環境技術
係
tel:03-5253-8111

232
低コスト型下水道技術
による下水道普及促進
検討に関する補助業務

（株）日水コン
随意契約（少額
随契）

972,000 5月22日
低コスト型下水道技術による下水道普及促進検討に
関する補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

233
効率的な下水道施設整
備に関する実態調査の
資料等作成補助業務

日本水工設計（株）
随意契約（少額
随契）

972,000 5月22日
効率的な下水道施設整備に関する実態調査の資料
等作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

234
平成２７年度山村境界
基本調査（島根県隠岐
の島町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 8,510,400 5月25日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

235
平成２７年度山村境界
基本調査（栃木県茂木
町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 7,063,200 5月25日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

236
平成２７年度山村境界
基本調査（大阪府河内
長野市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 6,447,600 5月25日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

237
圏央道におけるヘドニッ
ク分析を活用した整備
効果に関する基礎調査

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（競争
性なし）

950,400 5月25日
地価公示等の調査地点のデータを活用して、圏央
道の開通による道路ネットワークの形成が地価に及
ぼす影響についてのヘドニック分析を行った結果報

土地・建設産業局地価
調査課企画係
tel:03-5253-8377
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238
道路交通状況把握指
標の算定・整理業務

(社)システム科学研究
所

随意契約（少額
随契）

810,000 5月25日
交通量データ、旅行時間データ、基準旅行時間デー
タを利用して走行台キロや損失時間などの道路交通
状況把握指標の算定・整理を行ったもの。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部道路
研究室
tel : 029-864-4472

239
海外プロジェクト推進課
で保有する行政文書等
の溶解処理業務

松岡紙業（株）
随意契約（少額
随契）

27,000 5月25日

インフラ・システムの海外展開を推進するために、我
が国の強みとする質の高いインフラ技術やそのノウハ
ウ等について、相手国に対し積極的に情報発信する
とともに、官民レベルでの関係構築、交流の促進を
図るため、両国において官民合同のセミナーを開催
するとともに、セミナーに適したテーマの情報収集、
実施計画の策定その他の準備、及び必要な連絡調

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

240
平成２７年度山村境界
基本調査（熊本県八千
代市）に関する業務

（株）大高開発 一般競争入札 7,452,000 5月26日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

241
平成２７年度山村境界
基本調査（高知県室戸
市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 4,795,200 5月26日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

242
平成２７年度山村境界
基本調査（宮崎県椎葉
村）に関する業務

（株）アップス 一般競争入札 3,661,200 5月26日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

243
平成２７年度山村境界
基本調査（鹿児島県徳
之島町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント(株)

一般競争入札 3,218,400 5月26日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

244
官民の保有する情報の
集約・共有方法等検討
業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

25,639,200 5月27日

昨年度の検討成果を踏まえ、情報プラットフォームに
集約した官民が保有する車両の通行実績情報等の
災害時及び平常時の運用方法を検討することで、災
害時の初動強化を図る。また、災害時に備え平常時
から情報共有を図ることは重要であることから、
ETC2.0プローブ情報について、速やかに関係機関と
情報共有及び一般へ公開する際の課題整理及び公
開方法の検討を行い、情報のオープン化の具体化を

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室道路交通情報
係
tel：03-5253-8484

245
Ｈ２７ＧＰＳ機能付き音声
出力型ＩＴＳ車載器据付
取外業務

パナソニックシステム
ネットワークス（株）シス
テムソリューションズジャ
パンカンパニー首都圏

随意契約（少額
随契）

169,560 5月27日
本業務は、ＧＰＳ機能付き音声出力型ＩＴＳ車載器の
据付調整やセットアップ、及び取外しを行うものであ
る。

関東地方整備局道路
部交通対策課交通対
策係
tel：048-600-1346
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246

平成２７年度次世代社
会インフラ用ロボット開
発・導入に係る現場検
証支援業務

平成２７年度次世代社
会インフラ用ロボット開
発・導入に係る現場検
証支援業務先端建設
技術センター・日本建設
機械施工協会・橋梁調
査会共同提案体

随意契約（企画
競争）

389,880,000 5月28日

社会インフラの維持管理及び災害対応の更なる効
果・効率の向上を目的に、民間企業等により開発さ
れたロボットについて、適用性・実用性に係る現場検
証及び評価の支援並びに試行的導入に向けた検討
を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工企画
係
tel:03-5253-8111

247
関東管内交通状況分
析検討業務

（株）建設技術研究所
取締役専務執行役員
東京本社長

随意契約（公募） 34,959,600 5月28日

・各種交通データを用いた関東地方整備局管内の
道路交通状況の把握、課題の分析検討
・交通データの集計・整理の効率化及び有効活用の
検討

関東地方整備局道路
部道路計画第二課調
査第二係
tel：048-600-1342

248

平成２７年度まち・住ま
い・交通の創蓄省エネ
ルギー化モデル構築支
援事業

（株）日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

19,872,000 5月28日

モデル性の高い構想に対して支援を行うとともに、策
定された構想をモデルとして全国に普及させるべく、
成果物として業務報告書を作成した。また、当該報
告書の内容をHPにて公表している。

総合政策局環境政策
課
交通環境一係
tel:03-5253-8111(内

249
平成２７年度　道路関
係計数等に関するデー
タ等整理業務

中電技術コンサルタント
（株）

一般競争入札 11,480,400 5月28日

平成２７年度に実施する道路事業の予算要求及び
編成作業等について、作業に利用する予算システム
の過年度からの移行、帳票の改良、計数データの集
計及びとりまとめ等を行う

道路局企画課企画第
一係
tel：03-5253-8485

250
地域防災力向上に関す
る検討業務

（一社）北海道開発技
術センター

随意契約（公募） 11,442,400 5月28日

様々な提言や報告書を基に地域の防災に関する
ニーズ、課題について把握を行い、「災害に強くしな
やかな社会の構築」の具体化に資する方策について
検討を行った。

北海道開発局事業振
興部防災課防災係
tel：011-709-2311
(内5459)

251

社会資本整備における
「グリーンインフラ」の取
組推進に関する調査検
討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

9,288,000 5月28日

我が国におけるグリーンインフラの意義や取組普及
手法を検討し、様々な課題を乗り越え、持続可能で
魅力ある国土・地域の形成のための社会資本整備
のあり方について、報告書をとりまとめた。

総合政策局環境政策
課
国土環境一係
tel:03-5253-8111(内
線24-332)

252
民族共生公園（仮称）に
関する周辺環境等の条
件整理検討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

指名競争入札 2,138,400 5月28日
民族共生公園（仮称）の基本計画の検討を行うのに
必要となる周辺環境及び公園機能等の基本的な条
件について基本構想を踏まえ整理検討を行った。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付公園係
 tel;011-709-2311
（内5868)

253
建設業における女性活
躍を推進する地域の取
組に係る調査検討業務

（一財）建設業振興基
金

随意契約（企画
競争）

49,965,671 5月29日
建設業での女性活躍に際しての課題等の調査・分
析と、地域ぐるみでの取組等の支援・事例収集を通
じ、広く情報を発信した。

土地・建設産業局建設
業課経営指導係
０３－５２５３－８２７７
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254

不動産証券化手法を活
用した不動産再生の推
進のための調査検討業
務

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画
競争）

14,882,400 5月29日

老朽・低未利用不動産の耐震改修・建替え等に対し
て、不動産特定共同事業等の不動産証券化手法の
活用を促進するため、次に掲げる業務を実施した。
①不動産特定共同事業等の不動産証券化手法の
活用が見込まれる老朽・低未利用不動産の耐震改
修・建替え等の事業に係る具体的な調査等
②不動産特定共同事業等の不動産証券化手法を
活用した老朽・低未利用不動産の耐震改修・建替え
等の事業の具体的な事業実施手順や留意事項等
についてまとめた実務の手引書作成

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室不動
産投資係
内線：25-154

255

老朽・低未利用不動産
の再生・利用に係る資
金調達手法等のあり方
に関する調査検討業務

（株）価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,992,000 6月1日

空き家、空き店舗、団地の空室、老朽旅館、未利用
公共施設等、空きキャパシティと言われる低未利用
の不動産ストックを有効に再生・利用し、効果的に管
理を行うため、今後の不動産業者等の関連事業者
の今後の事業展開のあり方、金融機関における資金
提供等の支援、国・地方公共団体の関与のあり方
等、不動産市場における空きキャパシティの再生・利
用を進める上での政策課題の把握、解決策の検討

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室不動
産投資係
内線：25-154

256
持続定期下水道事業の
運営に向けた検討資料
作成補助業務

メタウォーター（株）
随意契約（少額
随契）

982,800 6月1日
持続定期下水道事業の運営に向けた検討資料作
成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

257

平成２７年度地域づくり
活動支援体制の交流連
携に資するネットワーク
の構築に関する調査

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

10,098,000 6月2日

国土政策局が別途補助事業として全国各地に構築
を推進する地方公共団体・地域金融機関・NPO等が
一体となった地域づくり活動支援体制の活動成果の
分析・とりまとめを行うとともに、それらの体制間の交
流・連携を促進するためのネットワークの構築に向け
た検討及びその運営を行い、ネットワーク及び各体制
の持続的な活動に向けた検討を行う。

国土政策局
地方振興課 コミュニ
ティ班
tel：03-5253-8404

258

点群計測データの３次
元モデリングにおける精
度確保技術に関する研
究

学校法人関西大学 随意契約（公募） 3,000,000 6月2日

本委託研究は、トータルステーション、UAVやレーザ
スキャナで計測された工事目的物の点群データを融
合した3次元モデルの生成手法を確立し、日々の出
来高管理や監督検査に適用できる情報化施工技術
および維持管理への活用技術を研究する。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センターメンテ
ナンス情報基盤研究室
tel : 029-864-4916

259
平成２８年地価調査業
務

（公社）日本不動産鑑
定士協会連合会

随意契約（企画
競争）

69,945,120 6月3日

地価公示法の規定に基づき行った１月１日現在の標
準地の価格判定について、地価公示鑑定評価員が
対象となる標準地の選定や点検を行った際の点検
表や選定調書。

土地・建設産業局地価
調査課地価公示室公
示係
tel:03-5253-8379

260

ＩＣＴを活用した効率的
な硝化運転制御の実用
化に関する技術実証研
究

日立製作所・茨城県共
同研究体

随意契約（公募） 40,996,800 6月3日

ＩＣＴを活用した効率的な硝化運転制御について、昨
年度設置した実証施設を用いて、年間を通じた運転
データの取得、コスト縮減効果や省エネルギー効果
等に関する検討等を引き続き実施した。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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261
平成２７年度　中部地
整管内ＩＴＳ活用検討業
務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

一般競争入札
（総合評価方式）

32,000,400 6月3日

１．ＥＴＣ２．０データの活用に関する検討、２．大型
車走行経路把握社会実験のモニター調査、３．社会
実験モニターの管理資料取りまとめ、４．ＩＴＳスポット
等の管理資料取りまとめ

中部地方整備局道路
部
交通対策課安全施設
係

262
平成２７年度地下水の
図面化促進に関する検
討業務

アジア航測（株）
随意契約（企画
競争）

7,884,000 6月3日

国土調査法に基づく水基本調査として、水流、涵養
量、水質等の地下水の情報を地図及び簿冊にとりま
とめるため、地下水の実態把握及び図面化に関する
既存調査や関連資料等を収集・整理するほか、利
用ニーズを踏まえた地下水の地図化の検討。

国土政策局
国土情報課　専門調査
官（国土調査担当）
tel：03-5253-8353

263
建築基準に関する国際
基準整合調査

（一社）建築・住宅国際
機構

随意契約（企画
競争）

7,968,024 6月4日

建築･住宅分野において国際規格（ISO規格）の検討
が進められる中で、我が国の対処方針決定および規
格案作成のための調査・検討をおこなうことにより、
国際規格と我が国の基準との整合を図ることを目的

住宅局建築指導課
国際係
内線39-545

264
平成２７年度山村境界
基本調査（埼玉県東秩
父村）に関する業務

（株）荒川瀧石 一般競争入札 6,264,000 6月4日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が失
われつつある山村部において、地籍調査に必要な基
礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

265

シールドトンネルの平常
時のモニタリング及び掘
削時の安全管理へ向け
たセグメント組込型有機
導波路の提案

有機導波路共同研究
体（代表者 （国）電気通
信大学）

随意契約（企画
競争）

35,034,234 6月5日
シールドトンネルにおける平常時の歪みモニタリング
や施工時の安全管理を目的とした研究開発に必要
となる原理等の確認を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

266

エネルギーを効率的に
消費する環境にやさしい
コンテナターミナル物流
システムの開発

代表者 （一社）港湾荷
役機械システム協会、
国立研究開発法人港
湾空港技術研究所

随意契約（企画
競争）

30,308,696 6月5日

エネルギーを効率的に消費するコンテナターミナル
物流システムの開発を行うため、シミュレータの開発
やエネルギーやCO2削減効果の評価を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

267
パワーマネージ運航によ
る高エネルギー効率運
航システムの開発

パワーマネージ運航によ
る高エネルギー効率運
航システムの開発共同
研究体（代表者 国立研
究開発法人海上技術
安全研究所）

随意契約（企画
競争）

27,013,302 6月5日
最適航海計画システムの開発に必要となる「波高計
測の信頼性向上」や「船速・燃料消費量計算方法の
開発」等を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

268
住宅市場・住宅関連市
場等の今後の方向性に
ついての検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

16,999,200 6月5日

平成28年３月改定予定の住生活基本計画におい
て、具体的な数値目標や今後の施策の方向性に反
映させること等を念頭に、多様な世帯が持続可能な
住まい・コミュニティの展開の方向性等について検討
を行うことを目的とする

住宅局住宅政策課
住宅経済係
内線39-235

269
離島の交通支援のため
のシームレス小型船シ
ステムの開発

国立研究開発法人海
上技術安全研究所

随意契約（企画
競争）

15,026,897 6月5日
シームレス小型船システムについて、社会実験等に
よる評価やEV車両とシームレス小型船間で電池の
充放電についての検証を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634
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270
航空機の到着管理シス
テムに関する研究

代表者 国立研究開発
法人電子航法研究所、
（国）九州大学、公立大
学法人首都大学東京、
学校法人早稲田大学、
（国）茨城大学、（株）構
造計画研究所

随意契約（企画
競争）

14,998,950 6月5日
航空機について、運航効率性の高い降下軌道を実
現可能な到着管理方式のアルゴリズムを開発するた
め、必要となる基礎研究を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

271
公営住宅の管理面の取
組み等に関する調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

14,920,000 6月5日

事業主体における保証人や敷金、入居者退去時の
取扱いなど管理面の取組みやその課題等について
調査するとともに、その課題も含めて整理・とりまとめ
たものに加え、最低居住水準との関連も踏まえ把握
した賃貸住宅の現状等について、事業主体に情報
提供を行うことを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
公共住宅管理係
内線39-384

272

鉄道施設の液状化被害
の軽減に向けた地盤改
良工法の開発および実
用化

代表者 （公財）鉄道総
合技術研究所、ライト工
業（株）、東日本旅客鉄
道（株）

随意契約（企画
競争）

14,717,047 6月5日
脈状地盤改良工法について現場施工試験を行い鉄
道施設での施工性、適用性の確認を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

273

沿道騒音対策策定のた
めのインテリジェント化さ
れたアコースティックイ
メージングシステムの実
用化研究

（独）交通安全環境研
究所

随意契約（企画
競争）

14,595,482 6月5日

沿道騒音について、個々の騒音源を分離して計測し
音源別に系統立てて評価を行うことが可能なシステ
ムの構築を行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

274
海洋鉱物資源開発にお
ける交通運輸分野の技
術開発に関する研究

国立研究開発法人港
湾空港技術研究所

随意契約（企画
競争）

14,501,000 6月5日
海洋鉱物資源開発に係る全体システムにおける経
済性評価の試算及び感度分析を行い、今後の課題
について取りまとめを行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

275
機上の乱気流事故防止
システムに対する信頼
性評価の研究開発

国立研究開発法人宇
宙航空研究開発機構

随意契約（企画
競争）

14,078,767 6月5日
乱気流事故防止システムの有効性判定、安全性確
認、耐空性審査を行う上で必要となる技術の開発を
行った。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25634

276
新たな住宅政策の総合
的推進に向けた計画目
標等のあり方検討業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

12,960,000 6月5日

住生活基本計画（全国計画）の見直しに向けた具体
的な成果指標等を設定するための検討を行うととも
に、都道府県計画等においては、共通的なデータの
集計や策定推進を図るための支援に関する検討を
行う。さらに、住宅・土地統計調査、住生活総合調
査等、住生活に関する基礎的なデータを得るための
統計調査及び実施・集計・分析方法について、直近
の調査実施状況も踏まえ、活用と見直しに向けた検

住宅局住宅政策課
調査係
内線39-244

277
北海道における半島振
興連携促進調査事業

（株）北海道二十一世
紀総合研究所

随意契約（企画
競争）

11,988,000 6月5日

北海道内の半島振興対策実施地域において地方公
共団体、住民、ＮＰＯなど、多様な主体が連携し、地
域間交流の促進、産業の振興、定住の促進等に連
携して取り組む先行事例をモデル事業として調査す

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425
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278
三重県における半島振
興連携促進調査事業

（株）百五経済研究所
随意契約（企画
競争）

10,994,400 6月5日

三重県半島地域において、定住促進を図るため、総
合的に進める施策の検討と、半島地域のマイナスイ
メージを覆すような訴求力のある情報発信について
検討を行うことを目的として実施する。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

279
京都府における半島振
興連携促進調査事業

（株）アール・ピー・アイ
随意契約（企画
競争）

9,999,720 6月5日
丹後半島において、観光人材の確保・育成手法につ
いての調査・検討及び自治体の区域を超えた観光
案内体制の整備についての調査・検討を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室

280
長期優良住宅の制度普
及等に関する調査検討
業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

9,990,000 6月5日

認定長期優良住宅の維持保全状況に関する調査・
分析や既存住宅に係る長期優良化の基準等の反映
に関する検討等を実施することにより、長期優良住
宅の普及・拡大と制度の適切な運用につなげること
を目的とする

住宅局住宅生産課
長期優良住宅係
内線39-435

281
秋田県における半島振
興連携促進調査事業

ＮＰＯ法人　秋田地域資
源ネットワーク

随意契約（企画
競争）

9,000,000 6月5日

男鹿半島において、女性をターゲットとした、独自の
観光資源を活用した交流人口の増加に寄与する取
組や、こうした取組の担い手となる地元組織の構築
に向けた取組について、調査検討を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

282
愛媛県における半島振
興連携促進調査事業

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,974,720 6月5日
佐田岬半島地域において、観光まちづくりの促進に
向けた、集客交流・観光振興に関する調査及び荒廃
地を活用した新産業づくりに関する調査を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室

283
在来草本を用いた緑化
手法に関する調査業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,398,000 6月5日

在来草本の種子を採取して発芽及び栽培実験を行
い種子生産の可能性を調査するとともに、栄養繁
殖、挿し木、刈取残渣利用等の既存技術による種苗
生産方法について調査を行うもの

国土技術政策総合研
究所
社会資本マネジメント研
究センター緑化生態研
究室
tel : 029-864-2742

284
賃貸住宅管理業者登
録制度の普及促進に係
る調査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

6,987,600 6月5日

賃貸住宅管理業者登録制度に係るアンケート調査
等による現状把握とこれを踏まえた施策の検討を行
うとともに、各検討段階に応じて検討委員会を開催
し、有識者や業界団体の意見等も踏まえて、登録制
度の普及拡大方策についての検討結果をとりまとめ

土地・建設産業局不動
産業課賃貸管理業係
03-5253-8111（内線
25133）

285
富山県における半島振
興連携促進調査事業

（株）コム計画研究所
随意契約（企画
競争）

6,981,120 6月5日

富山県内の半島振興対策実施地域において地方公
共団体、住民、ＮＰＯなど、多様な主体が連携し、地
域間交流の促進、産業の振興、定住の促進等に連
携して取り組む事業について調査する。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

286
シェアハウスに関する市
場動向調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

6,947,370 6月5日

シェアハウスの運営事業者に対してその契約実態を
中心に調査するとともに、シェアハウスに入居経験の
ある者に対してその入居実態を中心とする調査を併
せて実施することにより、シェアハウスを巡る課題の
整理等を行い、今後の住宅施策を展開していく上で
の基礎的資料を得ることを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
企画指導係
内線39-374
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287
静岡県における半島振
興連携促進調査事業

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（企画
競争）

6,945,480 6月5日

伊豆中南部半島振興対策実施地域において、観光
を切り口とする地域内の移動等について、来訪者の
ニーズを把握・分析した上で、効果的に情報提供を
行い、観光客の地域内移動の補完に資する方策を

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

288
山口県における半島振
興連携促進調査事業

（一財）日本地域開発セ
ンター

随意契約（企画
競争）

4,990,680 6月5日

山口県内の半島振興対策実施地域において交流促
進事業にかかわる事例の調査を行い、今後の交流
促進を目的としたイベントに資するものとする。また、
定住促進事業として、空き家バンクのシステム構築

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

289
佐賀県における半島振
興連携促進調査事業

（株）ブランド総合研究
所

随意契約（企画
競争）

4,000,320 6月5日

北松浦半島に存する伊万里市は、肥前陶磁器の積
出港として栄え、伊万里湾文化圏の中心として発展
してきた歴史を有している。現在、伊万里市の地場
産業としては、「鍋島」の伝統を持つ窯業が中心であ
るが、日本酒造りも盛んであり、地域産品である日本
酒の販路を拡大し、地場産業としての一層の振興が
求められている。
そこで、日本酒の市場として成長著しい中国市場に
向けた地域産品である日本酒の輸出の可能性及び
課題並びに輸出に当たっての伊万里港の活用の可

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

290
住宅性能表示制度の利
用促進に関する調査分
析業務

（一社）住宅性能評価・
表示協会

随意契約（企画
競争）

3,371,824 6月5日

住宅性能表示制度の利用実態に関する調査、利用
促進に向けた促進要因と阻害要因の分析、さらには
現在取組んでいる制度利用促進に向けた施策の効
果検証を実施することにより、政策目標の達成に向
けた企画立案のための基礎情報の整備を目的とす

住宅局住宅生産課
住宅性能評価係
内線39-421

291
ミャンマー国　ヤンゴン
市内鉄道電化事業に関
する調査

日本コンサルタンツ（株） 一般競争入札 45,000,000 6月8日

ストランド通り線の電化事業について、事業計画、電
化設備及び電車等の実態を調査し日本の経験に基
づいた適切な事業計画、電化設備及び電車の維持
管理方法、車両基地設備等を提案するための調査

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

292
地域における公営住宅
の適切な需給に係る検
討及び先進的事例調査

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

33,912,000 6月8日

需要が少ない地域における都市人口規模別モデル
スタディを実施し、需要に応じた公営住宅の適切な
供給に向けて事業主体がマクロ的な活用戦略を策
定する際の基本的な手順について整理を行ってき
た。この調査結果を踏まえつつ、モデルスタディ地区
を追加するとともに、活用戦略策定の参考となる先
進的取組事例を整理することで、より実態に則した活
用戦略策定の手引きとしてまとめることを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
企画計画係
内線39-844
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293

公営住宅のPPP/PFI導
入促進のための基本構
想及び事業収支に係る
モデル的検討

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

随意契約（企画
競争）

32,893,862 6月8日

PPP/PFI事業の基本構想策定段階の検討プロセスに
関する実態調査を行い、民間事業者の参画を容易
にするための方策について検討を行う。また、過去の
PPP/PFIの事例におけるVFMを分析することを通じ
て、より効果的かつ効率的に事業を推進する方策に
ついて検討を行う。
さらに、これらの調査結果を地方公共団体に対して
広く情報提供することを通じて、地方公共団体におけ
るPPP／PFIの導入を検討する取組みを促進すること
を目的とする

住宅局住宅総合整備
課
企画計画係
内線39-844

294
河川等の水分野をとりま
く諸活動の活性化に関
する情報発信業務

（公社）　日本河川協会
随意契約（企画
競争）

29,700,000 6月8日
河川等の水分野をとりまく諸活動の活性化に関する
情報発信を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

295
タイにおける貨物輸送改
善に係る事業性調査

代表者 日本コンサルタ
ンツ（株）、豊田通商
（株）、日本工営（株）、
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツグローバル

随意契約（企画
競争）

28,988,116 6月8日
タイより要請のあった小型コンテナ（12フィートコンテ
ナ）の導入によるタイ国内コンテナ輸送網の構築を行
うために必要な調査を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

296
民間建築物におけるア
スベスト実態調査の環
境整備に関する調査

JFEテクノリサーチ(株）
随意契約（企画
競争）

14,040,000 6月8日
民間建築物の石綿対策の促進及びアスベスト実態
調査を行うに当たっての環境整備を着実に実施して
いくために必要な検討を行うことを目的とする

住宅局建築指導課
防火係
内線39-546

297
土地履歴調査業務（山
口・防府、大分・別府地
区）

国土地図（株） 一般競争入札 7,668,000 6月8日
土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施し、土地
本来の自然地形や改変履歴、災害履歴等に関する
地図データ等を作成。

国土政策局
国土情報課　専門調査
官（国土調査担当）
tel：03-5253-8353

298

土地収用法第二十三
条第一項の規定に基づ
く公聴会に係る会場内
警備業務

アクア警備保障（株）
随意契約（少額
随契）

200,880 6月8日
総合政策局総務課土
地収用管理室

299

ＩＣＴを活用したプロセス
制御とリモート診断によ
る効率的水処理運転管
理技術実証研究

(株)東芝・日本下水道
事業団・福岡県・（公
財）福岡県下水道管理
センター共同研究体

随意契約（公募） 40,986,000 6月9日

昨年度設置した実証施設（NH4-Nセンサーを用いた
曝気風量制御技術、送風機制御性能改善技術、多
変量統計的プロセス監視技術の組み合わせによるシ
ステム）を用いた水処理施設における消費エネル
ギーの低減を達成しながら、要求水質に応じた処理
機能の確保および維持管理性の向上を図るシステ
ムについて、年間を通じた運転データの取得、コスト
縮減効果や省エネルギー効果等に関する検討等を

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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300
平成２７年度海外PPPイ
ンフラプロジェクト検討業
務

プライスウォーターハウ
スクーパース（株）

随意契約（企画
競争）

19,984,320 6月9日

海外の社会資本整備に係るPPPインフラプロジェクト
について、我が国の知識・技術・経験を活かしつつ、
採算性や官民の適正なリスク分担等を考慮した案件
形成・事業推進が図られるよう、想定されるビジネス
モデルや官民の適切な役割分担・連携方策等につ
いて検討を行った。

総合政策局海外プロ
ジェクト推進課
プロジェクト推進第二係
 tel:03-5253-8315

301
土地履歴調査実施管
理業務

（株）パスコ 一般競争入札 13,500,000 6月9日

土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施するにあ
たって、本調査の効率的かつ円滑な実施のため、実
施地区ごとに地区調査委員会を設置し運営するとと
もに、土地履歴調査の各業務調査成果の取りまとめ

国土政策局
国土情報課　専門調査
官（国土調査担当）
tel：03-5253-8353

302
ＩＴを活用した重要事項
説明等についての社会
実験検証等業務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

7,911,205 6月9日

不動産取引における重要事項説明や書面交付へのＩ
Ｔの活用方策の検討にあたり、ＩＴを活用した重要事
項説明に係る社会実験の結果検証を目的とした社
会実験の参加者、業界団体等から意見を聴取した
調査結果等をとりまとめた報告書

土地・建設産業局不動
産業課保証指導係
03-5253-8111（内線
25130）

303
VJ東京＋PLUSをテーマ
とした外国人観光客誘
客事業

（株）びゅうトラベルサー
ビス

随意契約（企画
競争）

4,853,150 6月9日

台湾・香港・タイ・マレーシアの主に２０～４０代のＦＩＴ
やリピーターをターゲットとして、訪日旅行者にとって
最大の目的地「東京」を拠点とした手軽な旅行を
テーマに外国人観光客誘客事業を実施する。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

304
平成２７年度下水道管
きょ布設状況に関する
実態調査業務

（株）日水コン
一般競争（総合
評価）

3,240,000 6月9日

平成26年度末時点の管きょ延長と平成26年度内に
発生した下水管路起因の道路陥没における全国調
査結果を整理し、過年度データと統合したデータ
ベースを作成した。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水道
研究室
tel : 029-864-3343

305

公営住宅の維持管理に
係る中長期的活用方策
に資する総合的検討調
査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

23,997,600 6月10日

公営住宅ストックの適切な維持管理、長寿命化を推
進するため、各地方公共団体が管理する公営住宅
の維持管理のあり方や中長期的な活用方策に係る
検討を実施することを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
安全技術係
内線39-346

306

地域居住機能の再生に
よる多様な効果の評価
手法に関する調査検討
業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

15,994,800 6月10日

既往の取組み事例を調査し、現状指標化されてい
ない、住宅の集約化による福祉等行政コストの低減
や、より身近なサービスの享受等の観点からの効
果、またストック総合改善等の建替に依らない手法に
よる便益向上効果等も含めた公的賃貸住宅団地の
再生事業を総合的に評価する手法について検討す

住宅局住宅総合整備
課
企画・審査係
内線39-345

307
平成２７年度豪雪地帯
現況分析検討調査業
務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

11,772,000 6月10日

豪雪地帯の現状を把握するため、豪雪地帯に係る
基礎的データ等を収集、データベース化し、分析を
行い、今後の豪雪地帯対策の目指すべき方向性、
具体的対策を検討するための基礎資料を作成す
る。また、空き家等の除排雪の体制を強化するた
め、自治体等にアンケート調査等を実施し、除排雪・
活用等をする上での課題や支援が必要な内容をとり
まとめ、分析し、国が実施すべき対策について検討

国土政策局
地方振興課 豪雪地帯
担当
tel：03-5253-8404
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308
平成２７年度　下水汚
泥等の資源有効利用状
況に関する調査業務

（株）日本能率協会総
合研究所

一般競争入札 5,940,000 6月10日
平成２７年度　下水汚泥等の資源有効利用状況に
関する調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

309
空港の確率論的広域地
震リスク評価手法の検
討調査業務

シオ政策経営研究所・
日本空港コンサルタンツ
設計共同体

随意契約（企画
競争）

2,950,000 6月10日
発災後の諸段階における空港群及び航空網の性能
について、確率論的にリスクを評価する方法につい
て、実用化を目指し、研究開発を行った。

国土技術政策総合研
究所
空港新技術研究官
046-844-5019（代

310
平成２７年度総合交通
分析システム（NITAS）
運用支援業務

（株）ライテック 一般競争入札 972,000 6月10日

総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）の利用者からの問
い合わせの中で、ＰＣによる演算が必要な案件やシ
ステムのプログラム仕様に関係する技術的な案件に
ついて、回答案の作成を行い、問い合わせ履歴の管
理を行った。

総合政策局総務課政
策企画官（総合交通体
系担当）
tel:03-5253-8111（内
線53-114）

311
高度道路交通システム
社会実験効果検証業
務

（株）長大 随意契約（公募） 16,632,000 6月11日
1.社会実験のモニター管理。2.プローブデータを活用
した分析。

北海道開発局建設部
道路維持課防災第1係
tel：011-709-2311
(内5965)

312
道路情報等の効率的な
提供方法に関する検討
業務

（公財）日本道路交通
情報センター

随意契約（企画
競争）

14,904,000 6月11日

過年度の検討結果を踏まえ、道路管理者の行う情
報提供内容の検討及びシステムの概略設計を行う
ことで、道路管理者による分かりやすく効率的な情報
提供を図る

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室道路交通情報
係

313

「日ASEAN交通分野に
おける環境に関する新
たな行動計画」策定の
ための調査事業

（一社）海外運輸協力
機構

随意契約（企画
競争）

19,990,935 6月12日

日ASEAN交通分野における新たな環境行動計画を
策定するための基礎情報等の整理・収集等を行い、
新環境行動計画の素案を作成。併せて、ASEAN各
国次官級等との意見交換等を実施。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25714

314
VJ縦断ゴールデンルー
トを活用した外国人観光
客誘客事業

（株）びゅうトラベルサー
ビス

随意契約（企画
競争）

2,199,260 6月12日

埼玉・群馬・新潟を結ぶ観光ルートをテーマに、世界
遺産を始めとする各県エリアの観光地、温泉、食等
の周遊観光ルートの確立を目的に外国人観光客誘
客事業を実施する。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

315
下水道事業の各種制度
創設に向けた説明資料
作成補助業務

(株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額
随契）

993,600 6月12日
下水道事業の各種制度創設に向けた説明資料作
成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

316
下水道事業の整備目標
に関する検討資料作成
補助業務

(株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額
随契）

982,800 6月12日
下水道事業の整備目標に関する検討資料作成補
助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

317
外国人建設就労者受
入事業等に係る人材活
用モデル事業

（一財）国際建設技能
振興機構

随意契約（企画
競争）

14,729,110 6月15日

帰国後に日本で習得した技能が活用される事を見
据えた送出し国における事前訓練等、モデルケース
と認められる先導的な事業を選定し、支援し、パンフ
レットの作成を行い情報の共有を実施。

土地・建設産業局建設
市場整備課監理係
tel：03-5253-8283
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318

四国運輸局管内の地域
公共交通利用促進方
策に関するあり方調査
業務

（株）地域未来研究所
随意契約（企画
競争）

3,510,000 6月15日

・公共交通利用促進のための取組に関する情報収
集・整理
・四国一体となって行うことのできる持続的かつ効果
的なキャンペーンの検討
・キャンペーン期間に限らず四国一体となって行うこ
とのできる持続的かつ効果的な利用促進施策の検
討

四国運輸局交通政策
部交通企画課
ｔｅｌ:087-835-6356

319
公共的空間における諸
機能の確保方策検討業
務

（公社）　日本交通計画
協会

随意契約（企画
競争）

23,706,000 6月16日

民間が所有する空間・施設と公共空間を一体的に
活用した空間（以下、公共的空間という）における安
全性等の諸機能確保に関する方策を検討するととも
に、快適な歩行空間の諸機能確保に関する評価・検
討を行い、効率的で魅力ある都市を確立するための
方策について検討するものである。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

320
和歌山県における半島
振興連携促進調査事
業

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

19,980,000 6月16日

紀伊半島和歌山県地域において、移住希望者に対
する当地域の魅力と住まいの情報発信を充実させる
ことで、移住者増加に繋げるとともに、近年健康づくり
や環境への配慮の観点から注目されているサイクリ
ングや、「南紀熊野ジオパーク」を活用した取組により
交流人口の拡大を図ることを目的に調査検討を実

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

321

東南アジア諸国におけ
る都市交通システム及
びTODの海外展開戦略
検討に向けた調査・支
援業務

日本工営（株）東京支
店

随意契約（企画
競争）

19,872,000 6月16日

東南アジア諸国を対象に、過去の日本のトップセー
ルス等の総括、日本の都市交通システム及びTOD
における技術的優位点の整理を行い、海外展開戦
略を検討するための現地調査等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

322
都市機能集約地域の交
通実態に関する検討業
務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

19,872,000 6月16日

公共交通の整備効果の実態把握から、公共交通の
サービス水準のあり方について、定量的に評価する
方策を検討することとする。また、立地適正化計画
及びそれに位置付けられる交通施策について、定量
的な評価手法の検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

323
BRT導入等にむけた都
市の交通戦略作成に関
する調査検討業務

（公社）　日本交通計画
協会

随意契約（企画
競争）

19,818,000 6月16日

コンパクト＋ネットワークの実現に資する都市･地域総
合交通戦略に関する検討と、ＢＲＴ導入手法に関す
る検討・分析を行い、自治体における交通施策の取
組を支援する手引き案等を作成することを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

324
平成２７年度　生活道
路における効果的な対
策手法の調査検討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

16,988,400 6月16日
生活道路対策に対する実態調査等を行い、生活道
路対策を効果的に推進するためのガイドラインを作
成する

道路局環境安全課道
路交通安全対策室交
通安全係
tel：03-5253-8907



平成２７年度　委託調査費に関する契約状況（４月～６月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

概要 部局等名 備考番号
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

325

自律的・継続的な公民
連携まちづくり活動の積
極的推進を図るための
基礎的調査

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画
競争）

16,956,000 6月16日

都市の公共・公的空間の魅力増進として居心地を良
くし、賑わい・活気を創出する、補助金に依存しない
自立的・継続的な公民連携まちづくりの有用性につ
いて、社会的な認知を広めるため、先進的事業者と
連携を図りながら具体的に実証事業等を行うことに
よって可視化するとともに、その積極的推進方策の
素案としてとりまとめることにより、公民連携まちづくり
の積極的推進に資することを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

326

今日の課題に対応した
既成市街地の再整備の
ための市街地再開発事
業制度の改善方策検討

（株）アール・アイ・エー
随意契約（企画
競争）

16,956,000 6月16日

将来のあるべき都市構造や市街地整備のあり方を
見据えつつ既成市街地の再整備にあたっての今日
の課題を踏まえ、課題を解決するための市街地再開
発事業制度等の改善検討等を行うことを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

327

今日の課題に対応した
既成市街地の再整備の
ための土地区画整理事
業制度の改善方策検討

（公社）　街づくり区画整
理協会

随意契約（企画
競争）

16,956,000 6月16日

将来のあるべき都市構造や市街地整備のあり方を
見据えつつ、既成市街地の再整備等における今日
の課題を踏まえ、課題を解決するための土地区画整
理事業制度等の改善検討等を行うことを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

328
都市地域におけるみどり
による防災・減災対策の
推進調査

(公財)都市緑化機構
随意契約（企画
競争）

16,956,000 6月16日

都市地域におけるみどりによる防災・減災対策につい
て、地方公共団体の取組事例の情報収集を行うとと
もに、今後都市の強靱化に向けた緑地の活用やその
機能向上に向けた取組を効率的・効果的に進めるた
めの方策について調査検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

329
都市緑化等による温室
効果ガス吸収源対策の
推進等に関する調査

（公財）都市緑化機構
随意契約（企画
競争）

16,934,400 6月16日

第二約束期間において、条約事務局に提出する保
全系緑化等による温室効果ガスの吸収量の算出に
係るデータ作成や、都市緑化等による温室効果ガス
吸収量の算定方法の精度向上のための調査等を行
うことにより、都市緑化等による地球温暖化対策への

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

330

大都市における国際競
争力強化に向けた官民
連携の現況及び情報発
信方策に係る検討調査

大都市における国際競
争力強化に向けた官民
連携の現況及び情報発
信方策に係る検討調査
業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

15,994,800 6月16日

都市再生緊急整備地域等を対象に、国際競争力強
化に係る地域内の現況の分析を行い、課題の抽出
及び解決方策を検討する。また、我が国の優れた都
市基盤技術等を効果的に海外へ情報発信するた
め、官民連携による体制等、具体的な実施方策を検
討することにより、我が国の都市の国際競争力の一
層の強化に向けた施策の検討に活用する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

331
千葉県における半島振
興連携促進調査事業

（株）ちばぎん総合研究
所

随意契約（企画
競争）

15,984,000 6月16日

千葉県内の半島振興対策実施地域において、地域
資源や公共交通を活用した周遊観光コンテンツの検
討や、移住定住を促進するための各種方策の検討
を目的として調査事業を実施する。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425



平成２７年度　委託調査費に関する契約状況（４月～６月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

概要 部局等名 備考番号
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

332
都市のユニバーサルデ
ザインに対応したまちづ
くりのあり方検討業務

都市のユニバーサルデ
ザインに対応したまちづ
くりのあり方検討業務都
市づくりパブリックデザイ
ンセンター・国際開発コ
ンサルタンツ共同提案

随意契約（企画
競争）

14,590,800 6月16日
ユニバーサルデザインの視点をより高めた健康・医
療・福祉のまちづくりの課題及びその推進方策につい
て検討を行うものである。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

333

災害時業務継続地区の
整備推進に向けたエネ
ルギー面的利用の検討
業務

災害時業務継続地区の
整備推進に向けたエネ
ルギー面的利用の検討
業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

13,953,600 6月16日

今後、業務継続地区の整備を幅広く展開させるにあ
たって必要となるエネルギーの面的利用に関する課
題に対応した推進方策の検討を行うことを目的とす
る。
加えて、業務継続地区整備の普及促進を図るため、
実務者に向けた情報提供等を行うことや、普及促進
に向けた国の財政面での支援制度である災害時業
務継続地区整備緊急促進事業の国土交通大臣認
定にあたって、学識経験者から意見を聴取する委員

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

334
欧州の道路分野の動向
調査業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

11,966,400 6月16日
欧州（欧州委員会）を対象として、道路分野の最新
動向について調査を行い、我が国の施策に資する内
容をとりまとめる

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

335

国際競争力強化に向け
た都市開発と一体と
なった交通施設等の整
備方策検討業務

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画
競争）

11,880,000 6月16日

国際競争力強化等に向けて、交通施設等の公共施
設と民間都市開発との一体的な整備に必要となる
連携方策を検討するとともに、民間都市開発と一体
となった交通施設等の整備方策について検討を行う

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

336

鉄道沿線まちづくりの展
開に向けた沿線都市群
及び鉄道事業者の連携
促進方策に関する検討
業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,880,000 6月16日
沿線地方公共団体と鉄道事業者等の持続的な連
携による鉄道沿線まちづくりを促進・展開するための
方策の検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

337
観光地における交通施
設配置のあり方に関す
る調査検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

11,772,000 6月16日

交通対策として、地域活性化と観光地の魅力向上の
双方に資する取組事例や、外国人旅行者への対応
方策を調査するとともに、観光に伴って発生する交
通について評価する際に、必要となるデータの諸元
や調査方法、観光交通の特性や分析手法、目標水
準、施策効果、まちづくりへの波及効果等について検
討を行っている事例を整理し、観光地における都市・
地域総合交通戦略のあり方について検討することを

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

338
高齢者急増時代におけ
る大都市圏の活力維持
に関する調査検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

10,908,000 6月16日

大都市圏のうち、今後急速な高齢者の増加が見込
まれる都心周辺部において、社会参加意欲を持つ
高齢者が社会の活力維持に貢献する具体的な方策
についての検討及びその方策の実施による効果の推
計を行うことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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339
道路分野の国際機関の
動向調査業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

10,908,000 6月16日
道路関係国際機関（PIARC,ITF,JTRC,REAAA,IRF等）
に参画し、道路分野の国際的な動向を把握するとと
もに、我が国のプレゼンス向上を図る

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

340
新技術の導入による公
共交通の利用促進に関
する調査検討業務

（公社）日本交通計画
協会

随意契約（企画
競争）

10,476,000 6月16日

BRT導入に向けて、停留所のバリアフリー技術等の
有効性や課題を整理したうえで、縁石改良による技
術検証の社会実験を実施し、バス停留所の構造に
関する課題と方策を検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

341
都市の諸課題に対応し
た都市公園のマネジメン
ト手法検討調査

(株)プレック研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 6月16日
多機能化する公園の利活用事例や公園運営の質の
評価制度に関する専門的知見等を踏まえ、都市公
園のマネジメント手法のあり方についてとりまとめる。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

342
経済的観点を踏まえた
都市の自立的継続に関
する調査検討業務

（株）日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,984,274 6月16日

都市の地域特性・構造を踏まえ、都市内における産
業の構造・活動に着目し、新たな視点を含む経済的
な側面を考慮した分析・比較を通じ、都市が自立的
に継続していくために必要な都市政策について調査
検討を行うことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

343
都市再生のための機動
的な土地区画整理事業
の普及方策検討業務

（株）片平エンジニアリン
グ

随意契約（企画
競争）

9,968,400 6月16日
今日の既成市街地の再整備等に係る課題解決に資
する機動性や柔軟性を備えた土地区画整理事業手
法の普及方策のあり方について検討を行うことを目

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

344
平成２７年度テレワーク
推進調査（テレワーク人
口実態調査）

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,936,000 6月16日

国土交通省は、都市部への人口・機能の一極集中
による弊害の解消や地域活性化の観点からテレワー
クの普及・推進に取り組んでいる。
「世界最先端IT国家創造宣言」において位置づけら
れたテレワーク人口等の定量的な把握を行うため、
効率的な調査手法によるテレワーク人口調査を実施
し、その結果について定量的な分析を行うとともに、
テレワーカーのより詳細な実態、意向、課題等を把
握するため、テレワーカーの実態調査を実施し、今後
のテレワーク普及・推進方策の検討を行うことを目的

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

345
大深度地下の利用情報
の整備に関する業務

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

9,936,000 6月16日

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第８
条及び同基本方針に規定する地下の利用状況等に
関する情報収集及び情報提供の促進を図るため、
地下利用データの更新・管理が容易な大深度地下
情報システムを構築し、地下の利用状況に関する
データの定期的な更新による現状の反映を可能とす
ることで、大深度地下の公共的使用を検討している
事業者の利便性を向上させることを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

346
既成市街地の更新方策
検討業務

（株）アール・アイ・エー
随意契約（企画
競争）

9,936,000 6月16日
既成市街地の再整備を促進していくため、市街地再
開発事業等における新たな取り組みの促進方策や
支援制度のあり方の検討等を行うことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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347
地下街の防災対策推進
に関する検討業務

（一財）都市みらい推進
機構

随意契約（企画
競争）

9,936,000 6月16日

地震等災害発生時に地下街利用者の誰もが安心し
て避難ができるよう、バリアフリーの方策の検討や、
情報通信技術の活用の可能性を整理･検討し、地下
街防災対策の一層の推進に資することを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

348

東日本大震災の津波に
より被災した市町村にお
ける市街地整備事業の
調査業務

（公社）　街づくり区画整
理協会

随意契約（企画
競争）

9,914,400 6月16日

本業務では東日本大震災の津波により被災した市
町村における円滑な市街地整備事業のさらなる進捗
を図るため、復興に係る土地区画整理事業及びて
津波復興拠点整備事業の進捗状況を調査し、両事
業の基盤整備後に立地を予定しいる具体的な施設
の内容や計画策定までのプロセスを調査するととも
に、施設立地に関する基盤整備の課題を抽出し、要
因の分析、解決方法の検討を行うことを目的とする。
また、これらの課題は南海トラフ地震の津波による甚
大な被害が想定されている地域における、津波被害
に強い地域づくりを進めていくための課題にも共通す
ることから、上記調査等を踏まえて津波防災拠点整
備事業の計画策定に関するガイドラインとして整理す

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

349
集約型都市構造の推進
に向けた都市計画デー
タの高度化等検討業務

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画
競争）

9,829,000 6月16日

現行の都市計画基礎調査について低コストで簡便な
データ収集法策や調査手法、調査項目の必要性、
合理化等について検討を行うとともに、新たなニーズ
に対応したまちづくりに必要な調査事項の検討、ま
た、まちづくりに関連する様々なデータを組み合わせ
て利活用するための整備方策、データ基盤のあり方
等についての検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

350
都市の諸課題に対応し
た都市交通調査のあり
方検討

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,828,000 6月16日

近年の都市交通調査手法の動向調査や近年の都
市政策ニーズを踏まえた都市交通調査体系の改善
検討等を行うことにより、望ましい都市交通調査のあ
り方についての検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

351
都市地域におけるエコロ
ジカルネットワーク形成
手法等検討調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング(株)

随意契約（企画
競争）

8,930,196 6月16日

生物多様性確保の取組に向けた広域的な緑地計画
の検討、都市の生物多様性指標（素案）を活用した
地方公共団体の取組状況等に関する評価分析手
法等について、調査分析を行うとともに、都市の生物
多様性確保に関する今後の施策のあり方等について

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

352

地域における民間都市
開発事業の促進のため
の金融連携基盤の構築
に向けた実践に係る調
査

野村證券（株）
随意契約（企画
競争）

7,992,720 6月16日

全国における民間プロジェクト実施上の共通課題をプ
ロジェクト立ち上げに向けた取組等の実践を通じて洗
い出し、資金供給面を中心に解決案を検討する。併
せて、当該調査を通じてとりまとめた留意点等につい
て、地域金融機関や自治体等に対する普及・展開を
行い、連携基盤の構築・運用を図ることを目的とす

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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353

都市空間の魅力増進に
係る先進的事業者の横
展開手法に関する調
査・検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

7,992,000 6月16日

自立的・継続的な公民連携まちづくりに当たり、都市
空間の魅力増進として、居心地を良くし、賑わい・活
気を創出するための公共・公的空間（街路・広場、公
園、公開空地等）の利活用に取り組む事業者の一層
の増加を図るため、先進的事業者が行ってきた取組
について、同様の取組を目指す他の事業者に広める
（横展開する）手法について、基礎的調査・検討を行

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

354
都市機能の集積状況に
係る調査分析業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

7,992,000 6月16日

都市機能の集積を推進するための施策検討に資す
るべく、都市機能の集積を図るべき拠点地域におけ
る多様な都市機能の集積状況を調査及び分析する
ことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

355
土地区画整理事業にお
ける事業長期化地区等
への対応方針検討業務

（株）片平エンジニアリン
グ

随意契約（企画
競争）

7,948,800 6月16日

土地区画整理事業実施中の地区のデータ収集・整
理を行い、各地区の特性等を把握するとともに、事
業長期化地区及び経営困難な地区等については、
課題を整理するとともに、今後に向けた対応方策に
ついての分析並びに事業健全化のため効果的であ
ると考えられる新たな方策の検討等を行うことを目的

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

356
公園施設の安全点検等
に係る制度についての
検討調査

日本工営(株)東京支店
随意契約（企画
競争）

6,987,600 6月16日

都市公園の維持管理・老朽化対策を適切に実施し
ていくため、公園施設の点検、診断、評価、設計、修
繕等の具体の業務実施にあたり、必要な知見につい
て整理するとともに、民間資格制度の活用可能性検
討の観点から実態把握・分析を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

357
高速道路における効果
的防災対策検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

5,940,000 6月16日
高速道路における防災について、高速道路会社毎
の取り組み状況を整理し、今後の高速道路事業にお
ける効率的な防災対策の検討を行う

道路局高速道路課有
料道路調整室防災・技
術係

358

施工パッケージ型積算
方式に対応した公園緑
地工事積算体系の更新
等検討調査業務

(一社）日本公園緑地協
会

随意契約（企画
競争）

4,989,600 6月16日

平成２７年４月に改定した公園緑地工事積算体系に
ついて、新たな施工パッケージ型積算基準の追加に
伴う更新、及び土木工事分野における積算体系の
改定内容等を踏まえた更新に向けた必要な作業等
を行うことにより、公園緑地工事の円滑な施行等に

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

359
道路事業における官民
連携に関する調査検討
業務

道路事業における官民
連携に関する調査検討
業務八千代エンジニヤリ
ング・三菱総合研究所
共同提案体

随意契約（企画
競争）

3,888,000 6月16日
道路事業における官民連携について、ＰＰＰ／ＰＦＩ等
による民間技術の活用について検討を行う

道路局高速道路課有
料道路調整室有料道
路高度化推進係
tel：03-5253-8491

360
圏域における自立した
都市圏形成に係る検
討・調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

19,980,000 6月17日
大都市と隣接しない圏域の複数市町村が連携して
都市圏を形成するために必要な取組の実証調査。

国土政策局広域地方
政策課調査班
tel:03-5253-8364

361
タクシーの流動分析に
基づく地域公共交通
ネットワーク形成に関す

（公財）豊田都市交通
研究所

随意契約（企画
競争）

4,844,880 6月17日
タクシーの流動状況を収集・分析し、地域公共交通
ネットワーク形成に関する活用方法等を取りまとめた
報告書

中部運輸局交通政策
部交通企画課
tel:052－952－8006
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362
平成２７年度　道路施
設現況調査システム改
修業務

（株）オーエムシー 一般競争入札 1,153,224 6月17日
道路施設現況調査システムについて、PC入替、ソフ
トウェア更改による不具合が生じたため、所要の改修
を行う

道路局企画課調査統
計係
tel：03-5253-8485

363

平成２７年度　事業用
自動車等にかかるマクロ
並びにミクロの観点から
の交通事故分析並びに
交通安全対策検討業

（公財）交通事故総合
分析センター

随意契約（競争
性なし）

24,732,000 6月18日

事業用自動車、高齢者、歩行者等、集中的な交通
安全対策が必要な属性についてマクロ分析から抽出
するとともに、これら属性についてミクロ分析を行うこと
で属性毎の交通事故の特徴を把握し、道路構造面
での交通安全施策の検討を行う

道路局環境安全課道
路交通安全対策室交
通安全係
tel：03-5253-8907

364
ミャンマー南部地域にお
ける港湾案件形成検討
委託業務

ミャンマー南部地域にお
ける港湾案件形成検討
委託共同提案体（代表
者：（一財）　国際臨海
開発研究センター）

随意契約（企画
競争）

24,604,560 6月18日

本業務は、ミャンマー南部地域を対象に、民間企
業、関係機関へのヒアリング等を通じて、物流関連イ
ンフラ等の現況・計画等に係る調査及び物流産業立
地の現況・計画に係る調査を行う。また、その調査結
果を踏まえ、案件形成推進に向けて、ミャンマー南
部地域を対象に港湾開発の方向性に係る検討を行

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111

365
平成２７年度沖縄県ＩＴＳ
社会実験に関する調査
業務

(株)長大
随意契約（企画
競争）

7,560,000 6月18日

　ＩＴＳスポットや経路情報収集装置から収集したプ
ローブ情報について、地域特性を踏まえて分析・考
察し、今後の道路施策への活用可能性を検討すると
ともに、活用にあたっての課題整理や改善方策の検
討を実施するものである。

沖縄総合事務局
道路管理課電線共同
溝係
tel：098-866-1915

当初

366
無曝気循環式水処理
技術実証研究

高知市・高知大学・日
本下水道事業団・メタ
ウォーター共同研究体

随意契約（公募） 40,500,000 6月19日
昨年度設置した実証施設を運転し、年間を通じて大
幅な省エネルギーを達成しつつ従来法と同等の処理
水質が達成されることを実証した。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933

367

一般交通量調査結果の
収集・整理システムの
開発及び全国とりまとめ
業務

JV:システム科学研究
所・計量計画研究所・
社会システム設計共同
体

随意契約（企画
競争）

24,516,000 6月19日
一般交通量調査実施要綱の修正、ツール作成、情
報共有サイト運用などの調査実施支援、及び一般交
通量調査結果のとりまとめ等を行ったもの。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
道路研究室
tel : 029-864-4472

368
四国における国際物流
検討業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

21,762,000 6月19日

平成１８年度に設置した「四国物流戦略チーム」にお
ける提言及び施策の取組体系の更新の素案づくりの
ため、四国発着輸出入のコンテナにとって効率的で
最適な輸送体系の検討等を行うもの。

四国地方整備局総務
部経理調達課契約管
理係
tel：087-811-8304

369

平成２７年度道路事業
における自然分野の環
境保全措置に関する調
査業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（企画
競争）

20,250,000 6月19日

これまでの道路事業における自然環境分野の調査、
および環境保全措置の事例を整理し、効果的かつ
効率的な環境保全措置の実施に資する事項をとりま
とめるとともに、保全措置の高度化に向けた実証実

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
道路環境研究室
tel : 029-864-2606
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370
平成２７年度ＩＴＳ技術を
活用した社会実験運営
調査外業務

（株）長大 随意契約（公募） 14,958,000 6月19日

①モニタ管理
②アンケート調査
③走行経路社会実験モニタの経路確認・ヒアリング
調査④情報提供内容の検討
⑤交通安全対策事業に関するプローブ情報の活用
手法の検討
⑥道路管理の高度化に関するＩＴＳ技術の活用手法
の検討

九州地方整備局交通
対策課特殊車両係
tel：092-476-3534

371

平成２７年度国土形成
計画策定のための集落
状況に関する現況把握
調査

（株）シンクタンクみらい
随意契約（企画
競争）

9,999,720 6月19日

過疎地域等の条件不利地域の集落に関する現在の
状況を把握し、過去の調査との比較等を行うことによ
り、過疎地域等に対する施策の検討等に活用し、国
土形成計画の推進に役立てることを目的に調査を

国土政策局総合計画
課
地域・移転班
tel:03-5253-8111

372
道路植栽の良好な管理
の推進に関する調査検
討業務

（一財）日本緑化セン
ター

随意契約（企画
競争）

19,872,000 6月22日
道路植栽に係る技術的知見等の調査を行い、道路
植栽の管理のあり方等について所要の検討を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室環境対
策係

373

平成２７年度　今後の豪
雨災害時における道路
管理のあり方に関する
検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

14,742,000 6月22日
近年の自然災害発生状況を踏まえた、道路土工構
造物等の管理のあり方について検討する

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489

374

平成２７年度　今後の地
震災害時における道路
管理のあり方に関する
検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

9,752,400 6月22日
地震災害発生状況を踏まえた道路啓開計画や耐震
対策等の管理のあり方について検討する

道路局国道・防災課道
路防災対策室防災対
策係
tel：03-5253-8489

375
平成２７年度　冬期道
路管理の効率化に関す
る検討業務

平成２７年度冬期道路
管理の効率化に関する
検討業務　計量計画研
究所・道路計画共同提

随意契約（企画
競争）

7,776,000 6月22日
近年頻発する異例の降雪の発生状況を踏まえた、
冬期道路交通確保のあり方について検討する

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489

376

大規模災害時における
多様な輸送モードの活
用による支援物資物流
システムの構築に関す

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

1,518,480 6月22日
大規模災害時における多様な輸送モードの活用によ
る支援物資輸送の課題を整理・分析し、災害物流体
系に対する調査結果を取りまとめた報告書

中部運輸局交通政策
部環境・物流課
tel:052－952－8007

377
VJ台湾メディア・旅行業
者招請事業

（株）JTBコーポレート
セールス

随意契約（企画
競争）

720,000 6月22日

北関東自動車道を活用した連携先地域（茨城県・栃
木県・群馬県）間のアクセスの良さや、レンタカー等
の二次交通の利便性をＰＲすることで訴求力を高
め、連携先地域の認知度向上、誘客強化を図る。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273
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378 政策評価に係る調査
新日本有限責任監査
法人

随意契約（企画
競争）

10,738,008 6月23日

政策チェックアップにおける施策達成度と施策満足
度の相関関係についての検証やアンケート実施結果
を活用した業績指標の改善についての調査・分析、
地方自治体において意識調査等の結果を業績指標
に用いた事例の調査・分析、各行政機関や諸外国に
おける施策レベルでのコスト情報を政策評価に活用
した事例の調査を行った。また規制の事前評価
（RIA）等における費用や便益についての定量分析に
必要なデータ収集を行い、政策評価の改善方策に
ついての検討結果を報告書にまとめた。

政策統括官付政策評
価官付
tel:03-5253-8807

379
平成２７年度建築保全
業務労務費等調査業
務

（一財）建設物価調査
会

一般競争入札
（総合評価方式）

7,830,000 6月23日

官庁施設の建築保全業務委託費を積算する際に必
要となる、平成28年度建築保全業務労務単価の作
成に資するため、保全業務従事者の賃金及び労働
時間等に係る実態調査及び基礎資料作成を行っ

官庁営繕部計画課保
全指導室保全基準係
tel：03-5253-8111
（内線　23-318)

380
公共建築工事標準仕
様書等平成２７年度基
礎調査資料作成業務

公共建築工事標準仕
様書等平成２７年度基
礎調査資料作成業務
公共建築協会・建築保
全センター設計共同体

一般競争入札
（総合評価方式）

30,780,000 6月24日
標準仕様書等及び標準詳細図について、平成28年
版改定のために必要な情報の収集、整理及び検討
を行った。

官庁営繕部整備課施
工基準係
tel：03-5253-8111
（内線　23-464)

381

平成２７年度雪処理の
担い手の確保・育成の
ための克雪体制支援調
査業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

22,680,000 6月24日

高齢化が進む豪雪地帯における雪処理の担い手の
確保・育成を通じて、共助等による効率的・効果的
な地域除排雪体制の整備等を推進するため、先導
的で実効性のある地域の実情に即した新たな地域
除排雪体制整備の取組について調査する。

国土政策局
地方振興課 豪雪地帯
担当
tel：03-5253-8404

382
インドネシアにおける港
湾案件形成検討委託
業務

（一財）　国際臨海開発
研究センター

随意契約（企画
競争）

17,179,560 6月24日

本業務は、インドネシアが整備を計画している24港
湾を対象に各港の現状・将来需要について既存の
資料及び国内・現地ヒアリング等により情報収集し、
各港のポテンシャル分析を行い、優先的に整備・支
援すべき重要拠点港湾を選定する。さらに重要拠点
港湾の中から案件形成支援の対象となる港湾につ
いて選定し、港湾開発計画の策定を行う。これによ
り、我が国企業の港湾整備・運営への参画を促進す
るとともに、インドネシアの海洋国家としての発展に貢

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111

383
土地履歴調査等業務
（福岡・北九州地区）

国土地図（株） 一般競争入札 10,584,000 6月24日
土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施し、土地
本来の自然地形や改変履歴、災害履歴等に関する
地図データ等を作成。

国土政策局
国土情報課　専門調査
官（国土調査担当）
tel：03-5253-8353
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384

平成27年度　北東アジ
ア物流情報サービス
ネットワーク（NEAL-
NET）のASEAN諸国等
への展開等に係る調査

（株）富士通総研 一般競争入札 7,999,992 6月24日

NEAL-NET（船舶及びコンテナの位置情報等を共有
する情報システム）の日中韓における対象港湾の拡
大やASEAN諸国等への拡大に向けた主要港湾の現
状調査及び対象港湾候補の分析、船舶以外の輸送
モードに係る貨物情報の共有に向けた技術的な課題
について調査・検討。

総合政策局　物流政策
課
03-5253-8111
内線53323

385
土地履歴調査等業務
（徳島地区）

国土地図（株） 一般競争入札 5,400,000 6月24日
土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施し、土地
本来の自然地形や改変履歴、災害履歴等に関する
地図データ等を作成。

国土政策局
国土情報課　専門調査
官（国土調査担当）
tel：03-5253-8353

386
第12回　大都市交通セ
ンサス

（一財）運輸政策研究
機構

一般競争入札 125,280,000 6月25日

調査実施に必要な調査の企画・設計・調査票等の
作成を行い、実態調査を実施した。
また、調査票のデータ入力及び、本調査の概要・実
施状況のとりまとめを行った。

総合政策局　公共交通
政策部
03-5253-8111
内線54706

387
「民族共生の象徴となる
空間」における民族共生
公園調査検討業務

（一社）日本公園緑地
協会

随意契約（公募） 25,920,000 6月25日

アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとし
て白老町に整備することが閣議決定された象徴空間
において、中核区域に整備される民族共生公園（仮
称）の基本構想を踏まえた基本計画策定を行った。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付公園係
 tel;011-709-2311
（内5868)

388
マンション管理情報の整
備・開示に向けた方策に
関する調査検討業務

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

15,999,999 6月25日

マンションの管理情報に係る購入予定者のニーズや
実態に関するアンケート調査の結果及び当該結果を
踏まえたマンションの管理情報の充実に向けた方策
等に関する検討結果をとりまとめた報告書

土地・建設産業局不動
産業課不動産業指導
室
tel:03-5253-

389
事故発生位置情報を用
いた事故分析総合シス
テムの研究開発

公益財団法人交通事
故総合分析センター

随意契約（公募） 9,000,000 6月25日
事故発生位置の座標を用いた事故分析システム
（人身事故情報システム）をGISを援用して研究・開
発したもの。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
道路研究室
tel : 029-864-4472

390
地籍測量における新技
術の導入に係る準則等
改訂検討業務

（株）松本コンサルタント
随意契約（企画
競争）

7,819,200 6月25日

地籍測量においてもGNSS測量をさらに導入してより
効率的な地籍測量とするため、課題と対処方法を整
理した上で、測量精度等の実地検証を行い、その結
果を踏まえた地籍調査作業規程準則等の修正案を

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

391

物流の効率化と環境負
荷の低減の両立を目指
した道路政策について
の研究開発

（国）京都大学 随意契約（公募） 1,954,800 6月25日

マルチエージェントモデルを用いた様々な都市物流
施策の評価の検討を行うとともに、物流の効率化と
環境負荷の低減の両立を目指した貨物車交通マネ
ジメントの方法論について整理を行うもの

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

392
下水道施設の点検要領
策定に係る検討委員会
の運営補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

993,600 6月25日
下水道施設の点検要領策定に係る検討委員会の運
営補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

393
下水道施設の戦略的な
維持管理・更新に向け
た検討資料作成補助業

（株）ＮＪＳ
随意契約（少額
随契）

993,600 6月25日
下水道施設の戦略的な維持管理・更新に向けた検
討資料作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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394

中長期的視点から見た
公営住宅等のストックマ
ネジメント計画の立案手
法に関する調査整理業
務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

14,796,000 6月26日

社会・経済状況の中長期的変動に基づく公営住宅
等の需要予測手法の調査整理、地域居住支援機
能の立地特性及び将来必要量に関する調査整理、
中長期的視点から見た公営住宅等のマネジメント計
画の立案手法に関するケーススタディを行った。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅ス
トック高度化研究室
tel : 029-864-4228

395

平成２７年度　道路事
業における走行快適性
の向上等の効果に関す
る評価手法検討業務

（一財）日本総合研究
所

随意契約（企画
競争）

14,958,000 6月29日

道路事業における評価手法の充実を図るため、現行
の費用対効果分析を補完する評価手法について検
討を行うとともに、道路事業による多様な効果と多様
な評価手法の検討を行う

道路局企画課道路事
業分析評価室事業分
析評価係
tel：03-5253-8593

396
インド南東部における港
湾案件形成検討委託
業務

（一財）　国際臨海開発
研究センター

随意契約（企画
競争）

14,839,200 6月29日

本業務は、インド南東部における港湾案件形成を目
的として、港湾貨物量の将来需要について既存情報
の整理や国内・現地ヒアリング等に基づき、予測を行
い、この結果等を踏まえ、インド南東部における港湾
開発・運営案件の可能性を分析し、併せて、我が国
港湾関連企業等の参入方策を検討するものである。

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111

397
若年世代等の住生活満
足度の評価構造に関す
る調査整理業務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

10,944,000 6月29日

若年世代等の住生活に係る意識及び政策課題に係
る既往知見の調査整理、若年世代等の住生活満足
度の評価構造に関する調査・評価構造の基礎的分
析整理を行った。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅
計画研究室
rwl : 029-864-4062

398
平成２７年度　道路土
工構造物データベース
に関する検討業務

平成２７年度　道路土
工構造物データベース
に関する検討業務土木
研究センター・日本みち
研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

10,584,000 6月29日

データに基づく法面・道路土工構造物等の管理を行
うため、基礎となる施設データや点検結果、被災履
歴など各種データをデータベースに格納し、一元的
な管理を行う上での課題と対応について検討すると
ともに、データベースを用いた道路管理手法について

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489

399
近畿管内道路交通状
況分析業務

(株)建設技術研究所 随意契約（公募） 9,871,200 6月29日

１．高速道路等の開通による交通状況変化分析
２．ボトルネック箇所モニタリング
３．高速道路の部分供用時の交通状況の予測分析
４．ITSスポットデータによる交通分析

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係

400
平成２７年度　道路被
災情報の集約システム
に関する検討業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

9,720,000 6月29日
自然災害発生時に道路管理者が実施する通行規
制及び被災情報の集約、関係機関での情報共有等
に関する災害対応の運用について効率的な仕組み

道路局国道・防災課道
路防災対策室保全企
画係

401
農地地域及び林地地域
に係る土地価格比準表
の見直し検討業務

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画
競争）

9,352,800 6月29日
公共用地の取得に係る土地評価の際に使用する土
地価格比準表について、見直しに向けた各差率につ
いての検討等を行った報告書

土地・建設産業局総務
課公共用地室用地計
画係長
内線30-145

402

軌道におけるバリアフ
リー化のための新技術
等に対する許認可方針
等に関する検討業務

（公社）日本交通計画
協会

随意契約（企画
競争）

6,836,400 6月29日

歩行者等の安全対策やバリアフリー化の観点から、
ダブルレールの溝対策、交通島の設置等の技術、ま
た導入した際の技術上の課題を検討するとともに、
許認可審査の観点から課題の整理及び検証を行
う。

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479
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403
東京圏における今後の
都市鉄道のあり方に関
する調査

（一財）運輸政策研究
機構

随意契約（企画
競争）

28,024,161 6月30日

交通政策審議会に設けられた「東京圏における今後
の都市鉄道のあり方に関する小委員会」における審
議に必要な調査分析及び審議資料作成を行うこと
で審議補助を行う。

鉄道局都市鉄道政策
課
tel：03-5253-8534

404
平成２７年度　効果的な
交通安全対策の推進に
関する検討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

16,524,000 6月30日
効果的な交通安全対策の推進に向け、事故ゼロプラ
ン等既存の交通事故対策の更なる推進や交通安全
診断制度等新たな取組について検討を行う

道路局環境安全課道
路交通安全対策室交
通安全係
tel：03-5253-8907

405
平成２７年度　新技術
活用システム普及推進
支援業務

（一財）先端建設技術セ
ンター

随意契約（企画
競争）

14,904,000 6月30日

平成26年度に実施した新技術活用システム
（NETIS）改正に係る情報収集・分析、関連会議の資
料の作成支援、及び平成26年度に実施した国土交
通省以外の行政機関及び他団体との新技術情報の
共有を踏まえ、さらなる展開方法について提案を行う

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22348)

406

道路の公共施設等運営
事業の導入における検
討項目と公募要件等に
関する調査・検討業務

デロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー
（同）

随意契約（企画
競争）

12,588,615 6月30日

我が国の道路分野の公共施設等運営事業(以下、コ
ンセッション)の検討・実施に資するため、国内外の事
例を踏まえ、コンセッションの実施に係る主要な要素
について検討項目・内容、想定される対応策等を整
理するとともに、公募する際の要件等をまとめる

道路局総務課道路政
策企画室企画係
tel：03-5253-8476

407

平成２７年度地域主導
による政府・民間の諸機
能を活用した地方への
人の流れの創出検討調

国立大学法人政策研
究大学院大学

随意契約（企画
競争）

9,979,200 6月30日
国や企業等の諸機能を活用した、地方への人の流
れの創出に関する方策について検討するための調査
を行った。

国土政策局総合計画
課
地域・移転班
tel:03-5253-8111

408
平成２７年度　全国都
市交通特性調査（北陸
ブロック）

株式会社タイム・エー
ジェント

一般競争入札 9,655,200 6月30日

１．調査全体計画　２．調査対象者の抽出と名簿整
理　３．調査物件印刷　４．実態調査実施　５．デー
タ処理・データ入力　６．システムチェック・エラー修
正　７．調査都市データ収集

北陸地方整備局　企画
部　広域計画課　幹線
道路調査係
tel 025-370-6687

409

諸外国における道路整
備・維持管理に係る道
路財源等に関する調査
業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

4,989,600 6月30日
諸外国の道路整備・維持管理に係る財源確保ス
キームを詳細に調査し、調査結果を踏まえ我が国に
おける道路分野の財源確保スキームを検討する

道路局総務課道路政
策企画室計画係
tel：03-5253-8476

9,842,107,285


