
平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

1
訪日外国人旅行者の不
慮の怪我・病気時の受
入環境の実態調査事業

プライスウォーターハウ
スクーパース・ストラテ
ジー（株）

随意契約（企画
競争）

19,936,800 1月4日

増加する訪日外国人旅行者が不慮の病気や怪我に
直面した場合、適切な医療サービスによって、外国
人旅行者を健康で安全・安心な滞在を提供すること
は、受入環境整備として重要であるため、医療機関
等における外国人旅行者の受入環境の実態等を調
査するとともに、効果的な受入環境整備策等につい
て検討を行い、国内での受入環境水準の向上を図

観光庁参事官（外客受
入）
tel：03-5253-8111(内
線27-916)

2

三大湾における地球温
暖化にともなう高潮リス
ク及び脆弱性の評価に
関する検討業務（変更）

(株)エコー
随意契約（企画
競争）

1,782,000 1月4日

三大湾を対象として高潮浸水シミュレーション及び浸
水想定を行うことにより高潮災害リスクの評価を行うと
ともに、海岸保全施設の脆弱箇所の抽出等により脆
弱性の評価を行った。

国土技術政策総合研究
所沿岸海洋・防災研究
部沿岸防災研究室
tel：046-844-5019

3
道路橋部分係数法試
設計結果に関する分析
業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

864,000 1月4日 当初契約（7月31日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919

4
通訳ガイド制度の充実・
強化事業

社会システム（株）
随意契約（企画
競争）

16,999,200 1月5日
通訳案内士の利用促進施策として、登録情報の一
元化及びWeb上での情報公開を行うにあたり、必要
となるシステム及びそのスキームを調査した。

観光庁観光地域振興部
観光資源課
tel：03-5253-8111(内
線27-807)

5
簡易打診装置によるタ
イル外壁の打音等の測
定および整理業務

一般社団法人　日本非
破壊検査工業会

随意契約（少額
随契）

982,800 1月5日
簡易打診装置を用いてタイル仕上げ外壁の打音等
を測定、欠陥検出時の診断精度を検証するための
データを整理する。

国土技術政策総合研究
所建築研究部材料・部
材基準研究室
tel : 029-864-4439

6
道路橋杭基礎における
入力損失効果算出業
務

㈱長大
随意契約（少額
随契）

907,200 1月5日 入力損失効果の算出

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター国土防災
研究室
tel : 029-864-3245

7
社会資本整備に係る海
外事例基礎調査業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

14,033,968 1月6日
各国の一般政府総固定資本形成（Ig）に関する情報
収集及びドイツやイギリスにおける社会資本整備政策
と経済成長との関係についての認識の調査を行う。

総合政策局参事官（社
会資本整備）室社会資
本整備調整係
tel:03-5253-8111（内
線：24-238）

8

平成２７年度日露都市
環境協力推進のための
不動産投資・都市開発
事業課題検討調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,970,400 1月6日

本業務では、都市環境分野での日露間協力を推進
する観点から、ロシアにおける不動産投資・都市開発
事業への日本企業の参画を促すため、ロシアの不動
産投資市場・都市開発事情等の把握を行うととも
に、日本企業参入にあたってのボトルネックを分析
し、その解決策をとりまとめるものである。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

番号
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9

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（第１回変更）

(株)パスコ
随意契約（企画
競争）

2,484,000 1月6日
実証事業検証内容に視覚障害者向けサービスの検
討を追加。

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）

10

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「伊
勢志摩観光のマーケ
ティング分析事業」に係
る請負契約

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社

随意契約（企画
競争）

2,000,000 1月7日
伊勢志摩地域の各種観光データの収集・分析により
作成した戦略策定の基礎資料を取りまとめた報告書

中部運輸局観光部
観光地域振興課
tel:052-952-8009

11
平成27年度　諸外国の
鉄道事業者による事前
登録制度に関する調査

日本コンサルタンツ（株）
随意契約（企画
競争）

8,998,000 1月8日

欧州域内の鉄道分野の調達手続における事前登録
制度の実態を把握し、これと我が国における調達手
続と比較するなどして、我が国による欧州市場参入
推進等我が国の鉄道システムの海外展開を推進す
るための戦略策定の一助となる事項を取りまとめる調

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

12

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（第
１回変更）

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）

5,994,000 1月8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

13
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）

5,724,000 1月8日 当初契約（4月16日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

14

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）

5,562,000 1月8日 当初契約（6月19日）へ記載

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

15
地域鉄道における経営
改善の取組等に関する
調査

（株）大和総研
随意契約（企画
競争）

4,864,266 1月8日

各種経営努力の実施により、経営改善を図っている
地域鉄道の代表的な事例等について、ケーススタ
ディー調査を実施すると共に、地域と鉄道との共存
共栄に係る取組に関する調査を実施。

鉄道局鉄道事業課
tel：03-5253-8539

16
京浜港の競争力強化推
進方策検討業務（変
更）

（株）シオ政策経営研究
所

一般競争入札
（総合評価方式）

3,024,000 1月8日
国際フィーダー航路及びロジスティクス・ハブの機能
強化、オフドックデポ整備による物流効率化方策など
について調査する。

関東地方整備局総務部
経理調達課調達係
tel：045-211-7413

17
道路ネットワーク運用に
資する交通状態モニタリ
ング手法調査業務

JV:パシフィックコンサル
タンツ・アイ・トランスポー
ト・ラボ設計共同体

随意契約（企画
競争）

2,970,000 1月8日 当初契約（10月7日）へ記載

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
tel : 029-864-4496



平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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 備考概要 部局等名契 約 金 額

契約
締結日

18
建物における蓄電設備
等の機器パラメータの調
査整理業務

日本環境技研（株）
随意契約（企画
競争）

2,484,000 1月8日 当初契約（9月18日）へ記載

国土技術政策総合研究
所住宅研究部建築環境
研究室
tel : 029-864-3918

19
京浜港コンテナターミナ
ル一体運用方策検討
業務（変更）

（株）シオ政策経営研究
所

一般競争入札
（総合評価方式）

1,566,000 1月8日
事前貨物情報登録とＩＴＳを活用したゲート作業の効
率化の効果などを検討する。

関東地方整備局総務部
経理調達課調達係
tel：045-211-7414

20

「国土数値情報」整備に
資する各データカタログ
サイト等における地理空
間情報の公開状況調査
業務

(株）価値総合研究所
随意契約（少額
随契）

993,600 1月8日

国土数値情報等の今後の整備・公開等の検討のた
め、データカタログサイト等において現状公開されて
いる地理空間情報に関する調査を行い、結果を報告
書にとりまとめ。

国土政策局
国土情報課　GIS第一係
tel：03-5253-8353

21
フィリピンにおける内航タ
ンカー向け舶用機器
メーカーリストの作成業

一般社団法人日本舶
用工業会

随意契約（少額
随契）

596,160 1月8日
我が国舶用メーカーへの発注を促進するため、必要
な資機材、舶用製品を優れた品質で納入することが
出来る我が国事業者名等のリストを作成

海事局船舶産業課管理
係
tel：03-5253-8634

22
海事産業におけるベン
チャー企業等の状況調
査

株式会社富士通総研 一般競争入札 5,292,000 1月12日

海事産業における発展及びイノベーションに向けた支
援の考案に繋げることを目的として、海事先進国にお
けるベンチャーキャピタル及び政府支援を調査し、と
りまとめた報告書

海事局船舶産業課管理
係
tel：03-5253-8634

23
シップリサイクルに関す
るEU域内規則について
の調査業務

公益財団法人日本海
事センター

一般競争入札 4,860,000 1月12日

欧州委員会で検討されている「安全で環境上健全な
シップリサイクルに向けた資金メカニズム」に関し分析
を行い、法的問題点、本邦海運事業者に与える影
響等を調査し、とりまとめた報告書

海事局船舶産業課管理
係
tel：03-5253-8634

24

交通事業における人
材確保・生産性向上
に関する調査・分析
等に関する業務

（株）三菱総合研究
所

随意契約（企画
競争）

11,945,880 1月13日
平成28年度交通政策白書の第2部（テーマ章）作
成における必要なデータ収集や分析等を行う業
務

総合政策局　公共交通
政策部
03-5253-8111
内線54903

25

平成27年度証券化対
象不動産に係る鑑定評
価実績等報告書集計
等業務

（株）工業市場研究所
随意契約（少額
随契）

691,200 1月13日
証券化対象不動産に係る鑑定評価実績調査の集
計、整理、分析結果等をまとめた報告書

土地・建設産業局地価
調査課鑑定評価指導室
不動産鑑定士係
tel:03-5253-8378

26
日・トルコ橋梁技術セミ
ナー運営補助業務（第
１回変更）

(株)プライムインターナ
ショナル

一般競争入札 540,000 1月13日

日・トルコ両国の道路・橋梁分野の技術的交流、協
力の深化を図ること目的として、両国の出席のもと、
長大橋の建設技術、維持管理技術など、幅広い
テーマにおいて相互の理解を深める日・トルコ橋梁技
術セミナー（以下、セミナーという）を開催する。本業
務では、セミナーを円滑に実施するために必要となる
会場の手配・設営等の準備及びセミナー運営補助

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

27
暴露試験片の腐食量計
測業務

日鉄住金防蝕㈱
随意契約（少額
随契）

24,840 1月13日
本業務は、鋼球暴露試験供試体の腐食減耗量につ
いて計測するものである。

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919
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28
道路管理技術モデル事
業による海外普及性調
査業務

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

22,680,000 1月14日
我が国の道路管理技術を海外市場に展開するため
インド、インドネシア、ミャンマー、ベトナムのいずれか
一ヶ国以上でモデル事業を実施し普及性を調査す

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

29

インドネシア・ジャカルタ
首都特別州における渋
滞調査・解決策検討業
務

KEI・首都高速インドネシ
ア・ジャカルタ首都特別
州における渋滞調査・解
決策検討業務共同提

随意契約（企画
競争）

17,897,760 1月14日
インドネシア・ジャカルタ首都特別州の渋滞を改善す
るための調査方針を提案し、首都特別州の交通円
滑化に貢献する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

30
効果的な自動車交通騒
音対策に関する調査検
討業務

効果的な自動車交通騒
音対策に関する調査検
討業務日本みち研究
所・オリエンタルコンサル
タンツ共同提案体

随意契約（企画
競争）

17,712,000 1月14日
効果的な自動車交通騒音対策について、所要の調
査検討を行う

道路局環境安全課道路
環境調査室環境対策係
tel：03-5253-8497

31
長周期地震動に対する
免震建築物及び周囲構
造物の応答解析業務

（一社）建築性能基準
推進協会

一般競争 4,800,600 1月14日
長周期地震動の作用する免震建築物について、周
囲構造物への衝突を考慮した応答解析を行い、結
果を図表等にまとめる。

国土技術政策総合研究
所建築研究部評価シス
テム研究室
tel : 029-864-4274

32
平成２７年度　無電柱
化の推進に関する検討
業務（第１回変更）

（一財）日本総合研究
所

随意契約（企画
競争）

1,836,000 1月14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

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

33

平成２７年度「第４回都
市政策に係る日仏交流
会議」に係る会議準備・
運営等業務

（株）公共計画研究所 一般競争入札 1,609,200 1月14日
「第４回都市政策に係る日仏交流会議」を開催する
にあたって、会議を円滑に実施するために必要となる
会場準備・運営等を行うものである。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

34
鋼球暴露試験体の作成
及び計測

日鉄住金防蝕㈱
随意契約（少額
随契）

955,800 1月14日
本業務は、耐候性鋼材を用いた暴露試験に必要な
試験片を作成し、初期重量を計測するものである。

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919

35
関東地方における立地
適正化計画に関する課
題検討業務

（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） 5,961,600 1月15日

（１）立地適正化計画の策定に関する課題等調査の
実施
（２）調査結果の分析
（３）立地適正化計画の広域連携に関する情報交換
会の運営等
（４）立地適正化計画の広域連携等に関する検討

関東地方整備局都市整
備課都市再生係
tel：048-600-1907

36

訪日外国人観光客を対
象とした九州広域観光
周遊ルートの受入環境
整備促進のための調査
事業

（株）JTBコミュニケー
ションズ九州

随意契約（企画
競争）

2,999,916 1月15日

関西空港を利用する訪日外国人観光客に対し、次
回の訪問時に九州を選んでいただけるよう、九州の
観光に関するパンフレット等を作成する。併せて、関
西空港にブースを設置し、当該パンフレット等を配布
すると共に、受入環境にかかるアンケート調査を実施
し、必要とされる環境やサービス等について把握。

九州運輸局観光部国際
観光課
tel：092-472-2335
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37

平成２７年度　国土利
用計画（全国計画）のモ
ニタリングに関する調査
業務

（公財）未来工学研究
所

一般競争入札 2,678,400 1月15日

第5次国土利用計画（全国計画）モニタリング体系の
本格的な検討に向け、第4次計画のモニタリング体
系を基に、新たな個別指標の追加や、基礎的なデー
タ整理を実施した。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-354）

38
地理空間情報ライブラ
リー活用等に関する課
題整理及び会議運営業

(株)価値総合研究所 一般競争入札 2,278,800 1月15日
次期地理空間情報活用推進基本計画を作成するた
め、地理空間情報ライブラリーの活用等測量分野の
課題を整理し取りまとめる。

国土地理院企画部地理
空間情報企画室
tel：029-864-1535

39
造船業の人材確保及び
高品質な我が国建造船
の周知のための広報事

株式会社日本海洋科
学

一般競争入札 1,996,920 1月15日
造船に従事する技術者、技能者、特に我が国の高
品質船の建造を支える人材へのインタビュー等を実
施し、とりまとめた報告書

海事局船舶産業課管理
係
tel：03-5253-8634

40
河川堤防の強化箇所抽
出に関する調査業務

（株）地圏総合コンサル
タント

随意契約（企画
競争）

31,968,000 1月18日
本業務は、河川堤防の強化箇所のさらなる絞り込み
を実施するための基礎データを得るものである。

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

41
平成27年度低潮線保
全区域衛星画像撮影

国際航業（株）　東京支
店

一般競争入札 27,000,000 1月18日 平成27年度低潮線保全区域衛星画像撮影を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

42
平成２７年度　橋梁等に
関するデータの蓄積・保
存等に関する検討業務

平成２７年度　橋梁等に
関するデータの蓄積・保
存等に関する検討業務
日本工営・長大共同提
案体

随意契約（企画
競争）

11,793,600 1月18日

道路メンテナンス年報などの道路の老朽化に関する
国民の理解の促進という観点も踏まえ、各道路管理
者における今後のデータの蓄積・保存等のあり方につ
いて検討を実施する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

43

平成２７年度　長期保
証を付した新設アスファ
ルト舗装に係る評価のあ
り方に関する調査検討

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

6,966,000 1月18日

長期保証を付したアスファルト舗装について、直轄工
事等に係る基礎的なデータの収集・整理を行い、現
状と課題を整理するとともに、今後の長期保証の運
用改善に向けた方向性を検討する

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

44

上流域の土砂生産が下
流域の土砂流出状況に
及ぼす影響に関する検
討業務

（株）コルバック
随意契約（企画
競争）

1,933,200 1月18日 当初契約（9月3日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
土砂災害研究部砂防研
究室
tel : 029-864-4372

45
「中国地方における公共
交通事業者の撤退事案
の整理・分析」業務

復建調査設計㈱
随意契約（企画
競争）

982,800 1月18日

今後地域公共交通の撤退事案が発生した際の参考
とするため、管内で直近発生したバス・タクシー撤退
事案の事実関係整理と代替運行に至るまでの背景・
経緯の整理、その対応への総評及び今後の対応方

中国運輸局
交通政策部交通企画課
tel：082-228-3495

変更増

46
持続可能な下水道事業
の実現に向けた基礎調
査業務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

972,000 1月18日
持続可能な下水道事業の実現に向けた基礎調査を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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47

北海道新幹線開業を控
えた道南エリアにおける
ユニバーサル・ツーリズ
ム普及・促進に向けた
受入環境調査事業に係
る調査業務

（一社）北海道開発技
術センター

随意契約（企画
競争）

1,987,200 1月19日
北海道新幹線開業にあたり、道南エリアの観光地を
誰もがスムーズに旅行ができるよう受入調査・検討を
行った報告書

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

48

都市における賑わい創
出に資する広場等空間
の整備及び活用方策に
関する調査業務

スペースシンタックス・
ジャパン（株）

随意契約（企画
競争）

1,258,200 1月19日 当初契約（8月24日）へ記載

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市施設
研究室
tel : 029-864-3949

49
VJ事業「中国メディア活
用ＰＲ事業」

近畿日本ツーリスト(株)
随意契約（企画
競争）

949,905 1月19日

東京からアクセスの良い神奈川県・山梨県・静岡県
は、世界文化遺産の富士山をはじめ、日本の自然・
食・買い物など魅力的な観光資源を有しているた
め、これらに関心を持つ中国のメディアをターゲットと
して招請事業を実施し、その魅力を世界に向けて発
信し、日本及び富士箱根伊豆エリアの認知度向上と

関東運輸局観光部国際
観光課　045－211－
7273

50
欧州における住宅用木
質燃料ストーブの試験・
評価法調査業務

（株）寺尾三上建築事
務所

随意契約（少額
随契）

939,600 1月19日
欧州における住宅用木質燃料ストーブの容量や燃焼
効果率の試験方法並びに一次エネ換算係数の設定
方法等の評価方法を調査した

国土技術政策総合研究
所住宅研究部建築環境
研究室
tel : 029-864-3918

51

航空レーザー測量及び
粒度分布データを用い
た土石流調査・対策計
画策定手法検討業務

中電技術コンサルタント
（株）

随意契約（企画
競争）

756,000 1月19日 当初契約（9月14日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
土砂災害研究部砂防研
究室
tel : 029-864-4372

52
世界各国の観光実態調
査

プライスウォーターハウ
スクーパース・ストラテ
ジー（株）

随意契約（企画
競争）

11,955,600 1月20日
世界各国の観光の状況に関するデータ等の収集・整
理、観光先進国の観光の動向分析、各国の観光政
策に関する取り組み事例調査等を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-218)

53

平成２７年度　中部圏
広域地方計画検討業
務
（第1回契約変更）

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） 2,894,400 1月20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

54
新形式橋梁及び補修補
強設計に用いる荷重組
合せ等試算業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

2,138,400 1月20日 当初契約（7月31日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919
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55

Ｇ７長野県・軽井沢
交通大臣会合に向け
た交通政策課題把握
調査～

（株）コングレ
随意契約（企画
競争）

12,938,400 1月21日

2016年9月に開催されるＧ７長野県・軽井沢交通
大臣会合において議論される「自動車及び道路
に関する最新技術の開発・普及」及び「交通イ
ンフラ整備と老朽化への対応のための基本的戦
略」の両テーマについて、アジェンダ作成のた
めに現時点及び将来的にＧ７各国が重点を置く
２つのテーマに係る関心事項や課題を明らかに
し、調査報告書を作成。また、各国への結果報
告の会合を開催。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

56

広域観光に取り組む「信
州シルクロード連携協議
会」のインバウンド戦略
策定事業

（株）リベルタス・コンサ
ルティング

随意契約（企画
競争）

1,990,452 1月21日

　本事業は「信州シルクロード連携協議会」における
ターゲッティング、マーケティング、観光客の動向等
を踏まえた統一的なインバウンド戦略を策定するため
の基礎調査を行うとともに、インバウンド戦略策定会
議を開催し関係者間の意思疎通を諮る事を目的と

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興課
tel：025-285-9181

57
地域の観光統計の精度
向上に関する予備調査
（変更契約）

プライスウォーターハウ
スクーパース・ストラテ
ジー（株）

随意契約（企画
競争）

2,516,400 1月22日

都道府県レベルの観光統計を構築するための推計
方法や精度向上に向けた既存の公的統計の改善策
に関する検討等を行う。
また、モバイルデータを活用した都道府県別の旅行
者数を推計する手法等について検討を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-218)

58
小規模オフィスにおける
人感センサを用いた照
明省エネ効果試算業務

パナソニック㈱
随意契約（少額
随契）

989,280 1月22日

小規模オフィス空間での人感センサ照明の消費電
力をシミュレーションにより数値計算し、人感センサの
有無と照明制御設定の違いによる省エネ効果の試
算を行う。

国土技術政策総合研究
所建築研究部設備基準
研究室
tel : 029-864-4356

59
堤防模型作成及び開削
調査業務

中央開発（株）
随意契約（少額
随契）

896,400 1月22日
本業務は、小規模模型実験施設（水路幅2m、高さ
1m、延長15m）において、堤防模型の作成及び開削
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

60

平成２７年度　現場施
工の効率化に資する技
術の動向調査及び活用
促進に係る検討（その
１）業務

（一財）先端建設技術セ
ンター

随意契約（企画
競争）

16,956,000 1月25日

建設現場での効率化を目的とし、現場打ちとプレキャ
ストの最適な選定、プレキャスト技術等をはじめとした
現場施工の効率化に資する技術の活用などを促進
するための技術開発を推進するため、プレキャスト技
術等をはじめとした現場施工の効率化に資する技術
の動向調査を行うことにより、この分野の技術の全体
像を把握し、重点的に普及促進を図るべき技術や、
新たに技術開発を進めていくべき技術を抽出する。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

61
建物における電力ピーク
対策の定量的効果に関
する調査整理業務

（株）蒼設備設計
随意契約（企画
競争）

8,316,000 1月25日 当初契約（9月18日）へ記載

国土技術政策総合研究
所住宅研究部建築環境
研究室
tel : 029-864-3918
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62

平成２７年度「日本版シ
ティ・フューチャー・ギャ
ラリー基本構想（仮称）」
の策定に向けた調査業
務

シティ・フューチャー・
ギャラリー基本構想検
討共同提案体

随意契約（企画
競争）

7,986,600 1月25日

「シティ・フューチャー・ギャラリー（仮称）」の基本的
事項を定める「基本構想」を策定するため、平成２７
年度の「シティ・フューチャー・ギャラリー（仮称）構想
検討準備会」において議論した背景・目的、コンセプ
ト等踏まえ、関係企業等による検討会を開催しつつ、

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

63

通訳ガイド制度の充実・
強化事業「諸外国にお
ける通訳案内士制度の
調査」

（株）ワールド・ビジネ
ス・アソシエイツ

随意契約（企画
競争）

4,755,240 1月25日
通訳案内士制度の抜本的見直しをするにあたり参考
とするため、諸外国での同様の制度について調査を
した。

観光庁観光地域振興部
観光資源課
tel：03-5253-8111(内
線27-807)

64
堤脚水路による越流水
の減勢に関する水理実
験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

4,482,000 1月25日

本業務は、越流水の減勢に効果的な堤脚水路の構
造検討を行うための基礎資料を得るために、堤防構
成材の実物を用いた水理実験等を行い、データ整理
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

65
下水道取付管空洞探
査業務

管清工業（株）
随意契約（少額
随契）

756,000 1月25日
豊中市内の下水道取付管5個所を対象に、取付管
内部からの空洞探査を実施し地下空洞の有無を調
査した。

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

66
ＳＡＲ画像判読支援シス
テム高度化業務

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

5,346,000 1月26日 当初契約（8月31日）へ記載

国土技術政策総合研究
所土砂災害研究部土砂
災害研究室
tel : 029-864-2213

67
平成27年度不動産鑑
定士に関するアンケート
調査業務

日本通信紙（株） 一般競争入札 3,375,000 1月26日
全不動産鑑定士へのアンケート結果を、集計し分析
した調査報告書

土地・建設産業局地価
調査課鑑定評価指導室
不動産鑑定士係
tel:03-5253-8378

68
平成２７年度　安全・安
心な輸送サービスの確
保に関する調査

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

9,988,866 1月27日

安全・安心な鉄道輸送サービス確保のため、、海外
における鉄道に関するセキュリティ対策の実態や、鉄
道セキュリティ対策に資する新技術に関する調査・研
究を行い、我が国の鉄道に対するセキュリティ対策
強化の基礎となる知見や対策をとりまとめる

鉄道局総務課危機管理
室
tel：03-4416-5119

69
ICTを活用した北陸新幹
線及び上越新幹線利用
観光客動態調査

（株）リクルートホール
ディングス

随意契約（企画
競争）

8,000,000 1月27日

　本業務では、ＩＣＴを活用した観光客動態調査を実
施することで、当局管内を通る二本の新幹線（北陸
新幹線、上越新幹線）を利用した観光客の旅行動態
の実態及び潜在的ニーズを把握し、北陸新幹線の
開業効果、北陸新幹線開業により上越新幹線がどの
ような影響を受けているのかなどの基礎的資料を収
集することを目的とする。また、とりまとめたデータの
分析結果及び取組例については、周遊観光ルートの
検討など今後の観光地域づくりに資する材料として、
管内行政関係者と共有することとする。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興課
tel：025-285-9181



平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５
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70
官民連携による公園マ
ネジメント手法の多様化
に関する調査業務

（一財）公園財団
随意契約（企画
競争）

2,322,000 1月27日 当初契約（7月6日）へ記載

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

71

郊外市街地の計画的縮
退・再編事業に係る費
用便益評価に関する調
査業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

1,339,200 1月28日 当初契約（7月2日）へ記載

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市開発
研究室
tel : 029-864-4089

72
下水道事業のストック効
果に関する調査業務

（株）日水コン
随意契約（企画
競争）

1,155,600 1月28日 当初契約（11月26日）へ記載

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

73

人口減少下における四
国の公共交通需要の維
持・創出のための調査
業務

㈱三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

5,497,200 1月29日

・観光振興施策やコンパクトシティ施策の公共交通需
要に対する寄与度及び有効性の分析
・広域周遊ルート形成等による旅行者増の公共交通
需要予測
・公共交通ネットワークの維持・確保に関する具体的
方策
・上記、とりまとめ

四国運輸局交通政策部
交通企画課
ｔｅｌ:087-835-6356

74
名古屋のナイト観光実
態調査（観光地域動向
調査）に係る請負契約

（株）サーベイリサーチセ
ンター

随意契約（企画
競争）

2,991,600 1月29日
名古屋のナイト観光実態調査・分析及びナイト観光
の課題等を取りまとめた報告書

中部運輸局観光部
観光地域振興課
tel:052-952-8009

75

ＥＴＣ２．０プローブ情報
を利用した自動車起終
点等の把握・分析手法
に関する業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

2,430,000 1月29日 当初契約（7月13日）へ記載

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

76
ドイツの経済振興公社
等に係る調査業務

（株）野村総合研究所
随意契約（少額
随契）

950,400 1月29日
ドイツの経済振興公社に関し、組織概要や具体的な
プロジェクト内容等を調査。

国土政策局広域地方政
策課調査班
tel:03-5253-8364

77
曲げ変形加工及び変形
後矯正を行った鋼材の
材料試験

ＪＦＥテクノリサーチ(株)
随意契約（少額
随契）

918,000 1月29日
本業務は、鋼板から引張試験、金属組織試験、衝
撃試験に必要な試験片を採取し、試験を行うもので
ある。

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919

78
下水処理水・放流水の
採水・水質分析及び塩
素消毒実験業務

中外テクノス（株）
随意契約（企画
競争）

540,000 1月29日 当初契約（9月29日）へ記載

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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79

低層専用住宅地の地区
計画等の規制内容の見
直しニーズに関する地
方公共団体アンケート
調査実施業務

㈱計画技術研究所
随意契約（少額
随契）

111,000 1月29日

建築協定・地区計画が適用されてきた第一種低層
住居専用地域と第二種低層住居専用地域のある地
方公共団体に、規制内容の緩和の要望の有無や緩
和の実施の有無をアンケート調査した。

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市開発
研究室
tel : 029-864-4089

80
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） 4,384,800 2月1日 当初契約（４月２０日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

81

大規模都市開発地区に
おける歩行者属性の多
様化に伴う歩行空間形
成に関する調査業務

JV:国際開発コンサルタ
ンツ・日本交通計画協
会設計共同体

随意契約（企画
競争）

669,600 2月1日 当初契約（9月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市施設
研究室
tel : 029-864-3949

82

幹線道路における交通
流動および交通実態の
把握・分析手法に関す
る業務

（一社）システム科学研
究所

随意契約（企画
競争）

324,000 2月1日 当初契約（10月20日）へ記載

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

83

平成２７年度　愛知国
道道路交通自動車起
終点調査業務
(第１回変更)

（株）綜合技術コンサル
タント　中部支店

指名競争入札 151,200 2月1日 当初契約（７月２９日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

84
平成２８年地価調査業
務に係るデータ集計、分
析等業務（第１回変更）

ＴＩＳ（株） 一般競争入札 ▲ 1,999,068 2月1日 当初契約（５月８日）へ記載
土地・建設産業局地価
調査課地価公示室公示
係

85

鉄道駅等の整備・改良
事業における民間活力
の導入方策に関する検
討調査

（株）日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,999,169 2月2日
鉄道駅等の整備・改良事業における民間活力の導
入方法について、検討調査を行い、都市鉄道等の整
備方策について、総括的整理を行う。

鉄道局都市鉄道政策課
tel：03-5253-8535

86

鉄道の安全安定輸送の
確保に向けたヒヤリハッ
トに対するハード面の改
善事例の充実に関する
調査検討

社会システム（株） 一般競争入札 3,056,400 2月2日
鉄道の安全安定輸送の確保に向けたヒヤリハットに
対するハード面の改善事例に関し、鉄軌道事業者に
おける取組みを調査し、事例集を作成。

鉄道局安全監理官
tel：03-5253-8550

87
統計データを用いたス
トック効果分析に関する
調査業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

2,916,000 2月2日 当初契約（10月13日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設マネジ
メント技術研究室
tel : 029-864-4239

88
ディスポーザーの導入
検討に関する海外調査
業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

572,400 2月2日 当初契約（11月25日）へ記載

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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89
平成２７年度岐阜道路
交通自動車起終点調
査（第１回変更）

（株）飛州コンサルタント 指名競争入札 ▲ 486,000 2月2日 当初契約（７月１４日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

90
無電柱化の推進に関す
る海外調査および評価
手法検討業務

JV:パシフィックコンサル
タンツ・日本みち研究所
設計共同体

随意契約（企画
競争）

4,212,000 2月3日 当初契約（10月15日）へ記載

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

91
東北地域における外国
人観光客に対するレンタ
カー活用促進調査事業

（株）ジェイアール東日
本企画

随意契約（企画
競争）

2,995,704 2月3日

レンタカーの利用促進をはかるため、現状の把握と課
題を抽出したうえで、インバウンド客がレンタカーを利
用し、周遊を促進するための広報ツールを企画し、
活用方法を検討する。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

92

新潟県上越市における
除雪車走行ＧＩＳデータ
に基づく除雪費用等の
算定業務

㈱桑原測量社
随意契約（少額
随契）

712,800 2月3日

本業務は新潟県上越市の市道等において道路除雪
のために要している費用等の作業量を、除雪車の走
行ＧＩＳデータを用いて道路区間や地域メッシュ単位
で算定するため、市が実施する道路除雪に関する除
雪経路等のＧＩＳデータを用いた計算処理を行うもの

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市開発
研究室
tel : 029-864-4089

93

「東京駅周辺屋内外
シームレス測位サービス
実証実験」に関する広
報運営業務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

随意契約（少額
随契）

561,600 2月3日
東京駅周辺屋内外シームレスなナビゲーションサー
ビスの実証実験に関して、報道関係者向け説明会の
運営等。

国土政策局
国土情報課　GIS第一係
tel：03-5253-8353

94
下水処理場現地調査
及びガス・水質分析業
務

新日本環境調査（株）
一般競争（総合
評価）

▲ 1,026,000 2月3日 当初契約（8月24日）へ記載

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

95

【日本の奥の院・東北探
訪ルート】に係る形成計
画磨き上げに向けた調
査業務

（株）ＪＴＢ東北
随意契約（企画
競争）

4,320,000 2月5日 インターネットを活用した意向調査を追加で実施
東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

変更契約

96
訪日外国人旅行者向け
旅行保険等普及促進
調査事業（変更契約）

凸版印刷（株）
随意契約（企画
競争）

324,000 2月5日

訪日外国人旅行者の約3割が海外旅行保険未加入
である可能性があり、医療現場での医療費の未払い
問題にもつながっているところである。このため、「観
光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」に
基づき、出発前又は訪日後に外国人旅行者に海外
旅行保険への加入等を促進することにより、より円滑
に国内医療機関を利用できる環境整備を図り、外国
人旅行者の安全・安心の確保につなげる取組を行

観光庁参事官（外客受
入）
tel：03-5253-8111(内
線27-918)

97
都市中小河川における
リアルタイム浸水情報配
信システム構築業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

4,564,800 2月8日 当初契約（10月7日）へ記載

国土技術政策総合研究
所河川研究部水害研究
室
029-864-4966
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98

平成２７年度質の高いイ
ンフラに係る知的財産
等を活用した建設産業
の海外展開支援業務
（第１回変更）

ＥＹアドバイザリー（株）
随意契約（企画
競争）

3,293,114 2月8日 当初契約（８月４日）へ記載

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

99
土砂災害危険度評価の
ための降雨量指標分析
等業務

（一財）日本気象協会
随意契約（企画
競争）

3,132,000 2月8日 当初契約（9月3日）へ記載

国土技術政策総合研究
所土砂災害研究部土砂
災害研究室
tel : 029-864-2213

100
酒蔵めぐりタクシー(仮
称)導入調査事業

（株）ジェイアール東日
本企画

随意契約（企画
競争）

2,999,484 2月8日
交流人口拡大のために必要なことを検討していること
もあり、酒蔵を活用した誘客の仕組み作りができない
か検討を行うこととする。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

101
東北における観光広域
連携のあり方に係る調
査事業

（株）東北地域環境研
究室

随意契約（企画
競争）

2,991,600 2月8日
東北における観光の広域連携については、観光圏を
はじめ各エリアごとに取り組みが進められており、今後
誘客に繋がる取り組みの手法を検討を行うこととす

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

102
公的賃貸住宅の改善手
法に関する調査整理業
務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

2,116,800 2月8日 当初契約（9月18日）へ記載

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

103
道路事業で遭遇した土
壌汚染等の現状に関す
る調査業務

応用地質（株）
随意契約（企画
競争）

1,836,000 2月8日 当初契約（10月27日）へ記載

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

104
特殊車両通行許可情
報の提供方法に関する
調査業務

JV:道路新産業開発機
構・オリエンタルコンサル
タンツ設計共同体

随意契約（企画
競争）

626,400 2月8日 当初契約（7月15日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

105
道路網計画の今後の方
向性に関する調査検討
業務（第一回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

6,555,600 2月9日
全国的な視野で道路網整備による効果を分析する
とともに、道路網計画の策定プロセスや整備の方向
性について検討する

道路局企画課道路経済
調査室調査第三係
tel：03-5253-8487

106

中部地方における訪日
ムスリム旅行者の受入
環境整備等促進事業
（岐阜県飛騨地域及び
三重県伊勢志摩地域）
に係る請負契約

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社

随意契約（企画
競争）

5,262,000 2月9日
中部地方における訪日ムスリム旅行者の受入課題
及び受入れ環境向上の取り組み等を取りまとめた報
告書

中部運輸局観光部
国際観光課
tel:052-952-8005

107
下水道事業における民
間事業者への業務発注
に関する調査業務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

961,200 2月9日
下水道事業における民間事業者へのを行う発注に
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



平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５
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締結日

108
波浪等の超過外力によ
る堤防被災メカニズム
実験業務

JV:土木研究センター・
日本ミクニヤ設計共同
体

随意契約（企画
競争）

831,600 2月9日 当初契約（9月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
河川研究部海岸研究室
tel : 029-864-3163

109
「地籍調査事業工程管
理及び検査規程」等改
訂検討業務

（公社）全国国土調査
協会

随意契約（少額
随契）

820,800 2月9日

地籍調査作業規程準則及び地籍調査作業規程準
則運用基準等の改正に伴い、地籍調査事業工程管
理及び検査規程、地籍調査事業工程管理及び検査
規程細則等の改訂内容の検討を行った。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

110
河川管理施設に係る技
術基準等検討業務（第
一回変更）

河川管理施設に係る技
術基準等検討業務ダム
技術センター・水源地環
境センター共同提案体

随意契約（企画
競争）

5,065,200 2月10日 河川管理施設に係る技術基準等検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

111

平成２７年度広域観光
周遊ルート形成促進事
業「着地型旅行商品の
造成支援・販売促進事
業」

（株）ＪＴＢプロモーション
北陸支店

随意契約（企画
競争）

4,000,000 2月10日

　本事業は、「昇龍道」の事業計画に基づき富山県と
連携して、現在、主に日本人旅行者向けに販売され
ている富山県内の着地型旅行商品について、外国
人を受け入れできるよう体制整備を行うことで滞在コ
ンテンツを充実させ、東アジア・東南アジア等からの
訪日外国人旅行者による広域観光周遊ルート「昇龍
道」の周遊を促進することを目的とする。

北陸信越運輸局
観光部国際観光課
tel：025-285-9181

112

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係る大崎市広域観光
パンフレット外国語版作

Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ
（株）

随意契約（企画
競争）

1,997,978 2月10日

多様化するインバウンド客のニーズに対応するため、
大崎市の観光・物産の魅力を海外に向けて発信し、
利便性の向上を図り、更なる誘客につなげ、広域で
の周遊観光に役立つパンフレットを作成する。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

113

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係る気仙地域周遊モ
ニター調査企画・運営

（株）オーシャンコネクト
随意契約（企画
競争）

1,000,000 2月10日

広域観光拠点地区である気仙沼市及び陸前高田市
において、震災の経験や教訓等に触れる外国人向
けモニター調査を実施し、当該地域におけるインバウ
ンド客の受け入れ拡大に向けて、改善点を見出すこ
とを目的とする。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

114

環太平洋パートナーシッ
プ（TPP)協定が発効した
場合に我が国の海事産
業に与える影響等につ
いての調査

公益財団法人日本海
事センター

随意契約（少額
随契）

902,880 2月10日
今後の外航海運政策のあり方の検討に資することを
目的として、文献調査等を行いとりまとめた報告書

海事局外航課
tel:03-5253-8618

115

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係るインバウンド推進
研修会及びワークショッ
プ実施業務

（株）ライフブリッジ
随意契約（企画
競争）

687,824 2月10日

インバウンド客の誘客に向けた現状や課題等を整理
今後の方策等を検討するともに、インバウンド推進に
向けた知識の習得や取組の手法を学ぶことにより、
受け入れ環境の整備とインバウンド推進に向けた気
運の醸成を図ることを目的とする。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001
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116

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
（第１回変更）

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

1,814,582 2月15日 当初契約（６月２５日）へ記載

土地・建設産業局不動
産業課不動産業指導室
tel:03-5253-
8111(25-155)

117
情報分析・意思決定支
援システムに関する調
査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

1,598,400 2月15日 当初契約（9月３日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター国土防災
研究室
tel : 029-864-3245

118
平成２７年度水に関する
国際的なネットワーク活
用方針等検討業務

特定非営利活動法人
日本水フォーラム

随意契約（企画
競争）

1,242,000 2月15日 当初契約（９月１日）へ記載

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
０３－５２５３－８１１１
（内線３１２５４）

119
大規模津波を想定した
道路管理に関する調査
業務

（株）建設環境研究所
随意契約（企画
競争）

1,134,000 2月15日 当初契約（9月３日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター国土防災
研究室
tel : 029-864-3245

120
条件不利地域の集落に
対する位置情報の付与
に関する検討業務

（株）シンクタンクみらい
随意契約（少額
随契）

648,000 2月15日
次年度以降に整備予定の条件不利地域における集
落の位置情報データの整備方法について検討を行
い、作業手順を報告書にとりまとめ。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係

121
施工パッケージ型積算
方式の運用効率化に向
けた調査業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

7,827,000 2月16日 当初契約（10月7日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設システ
ム課
tel : 029-864-2677

122
平成２７年度　三重県
道路交通自動車起終
点調査業務（第１回変

（株）ニュージェック　中
部支店

指名競争入札 5,292,000 2月16日 当初契約（７月２９日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

123
平成２７年度長岡国道
管内道路交通情勢調
査業務(第１回変更）

大原技術(株) 指名競争入札 1,728,000 2月16日 概要は当初契約（８月２５日）へ記載

北陸地方整備局　長岡
国道事務所　調査課
調査係
tel：0258-36-4582

124
近畿圏地域動向調査
他業務

サンコーコンサルタント
(株)

随意契約（企画
競争）

1,643,800 2月16日
本業務は地域の動向調査及び分析、旅行者の受入
環境整備に関するとりまとめ等を行う。

近畿地方整備局　企画
部
広域計画課地方計画第
一係

125
コンクリート構造物性能
検証への数値解析適用
性に関する調査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

1,080,000 2月16日 当初契約（9月2日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919
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126

下水道事業における多
様なPPP/PFI手法を優
先的に検討する手法に
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（少額
随契）

972,000 2月16日
下水道事業における多様なPPP/PFI手法を優先的
に検討する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

127

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係るＰＲパンフレット作
成業務

（株）ＪＴＢコミュニケー
ションズ

随意契約（企画
競争）

3,319,920 2月17日

「日本の奥の院・東北探訪ルート」を旅行する外国人
旅行者の周遊若しくは再度の来訪を促進するため、
当該地域及びルートの魅力を効果的に発信するため
のパンフレットを作成する。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

128

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係る山形県広域観光
パンフレット外国語版作

藤庄印刷（株）
随意契約（企画
競争）

1,836,000 2月17日

多様化する外国人観光客のニーズに対応するため、
山形県及び隣県を含む広域観光周遊ルートの拠点
地区を結ぶモデルルートを紹介する、個人旅行者に
対応した多言語観光パンフレットを作成する。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

129
大阪南河内地区市町
村基礎的情報整理業
務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

961,200 2月17日 大阪南河内地区市町村基礎的情報整理を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

130
がけ崩れにより待受け工
に作用する衝撃荷重推
定業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

32,400 2月17日 当初契約（10月15日）へ記載

国土技術政策総合研究
所土砂災害研究部土砂
災害研究室
tel : 029-864-2213

131
平成２７年度全国都市
交通特性調査（関東ブ
ロック）

（株）サーベイリサーチセ
ンター

随意契約（企画
競争）

3,834,000 2月18日
全国ＰＴに関し、関東ブロックの調査対象地域におけ
る交通実態調査業務

関東地方整備局企画部
広域計画課幹線道路調
査係
tel：048-600-1330

132
交通データＤＢ処理シス
テムに関する設計業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

3,456,000 2月18日 当初契約（10月7日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

133
経路情報収集装置等の
通信環境の技術的課題
に関する試験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

1,738,800 2月18日 当初契約（9月7日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

134
離島災害対策外検討
業務（第１回契約変更）

（株）建設技術研究所 随意契約（公募） 1,474,200 2月18日
離島における災害への支援計画等について作成を
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)
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135

勾配が緩い土石流区間
に設置した砂防堰堤の
山地洪水低減効果実
験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

399,600 2月18日 当初契約（12月7日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
土砂災害研究部砂防研
究室
tel : 029-864-4372

136

平成２７年度　名古屋
国道道路交通自動車
起終点調査業務（第１
回変更）

（株）ニュージェック　中
部支店

指名競争入札 1,404,000 2月19日 当初契約（８月１８日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

137
道路トンネルの点検及
び覆工設計に関する調
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）

1,350,000 2月19日 当初契約（11月11日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部構
造・基礎研究室
tel : 029-864-7189

138
簡易貫入試験による土
層構造整理・分析業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

21,600 2月19日 当初契約（10月15日）へ記載

国土技術政策総合研究
所土砂災害研究部土砂
災害研究室
tel : 029-864-2213

139

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（事業計画策定・マーケ
ティング、多言語情報コ
ンテンツの整備、交通ア
クセスの円滑化に向け

（株）ＪＴＢ北海道
札幌法人事業部

随意契約（企画
競争）

4,487,852 2月22日
アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北海道に係る
マーケティング調査、バス運行試験ルートの検討した
報告書

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

140

ベトナム国における港湾
施設の設計・施工基準
策定に関する協力推進
検討業務（変更）

ベトナム国における港湾
施設の設計・施工基準
策定に関する協力推進
検討業務共同提案体
（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）

1,797,401 2月22日
基礎・防波堤・係留施設に関する設計基準案および
設計計算事例の作成、防波堤・係留施設に関する
施工基準案の作成等を行った。

国土技術政策総合研究
所港湾研究部港湾施設
研究室
tel：046-844-5019

141
宿泊施設の需要予測に
関する調査

みずほ総合研究所（株）
随意契約（少額
随契）

997,920 2月22日
訪日外国人旅行者数の変化に一定の仮定を置いた
場合の宿泊需要の変化を予測し、客室供給の見込
みと比較することで、宿泊施設の基礎資料とする。

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-306)

142
下水熱利用の普及拡大
に伴う制度的課題検討
に係る予備調査業務

（株）総合設備コンサル
タント

随意契約（少額
随契）

993,600 2月22日
下水熱利用の普及拡大に伴う制度的課題検討に係
る予備調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

143
観光地ビジネス創出の
総合支援（変更契約）

（株）ＪＴＢコミュニケー
ションズ

随意契約（企画
競争）

▲ 2,523,250 2月22日

地域の着地型旅行商品を活用し、自立的・継続的
な取組を行っているモデル地域について分析し、観
光地ビジネス創出のための手引書及び優良事例集
を作成する。

観光庁観光地域振興部
観光資源課
tel：03-5253-8111(内
線27-822)
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144

社会資本の維持管理に
おけるマネジメント上の
課題に関する調査・整
理業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

291,600 2月23日 当初契約（10月8日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設システ
ム課
tel : 029-864-2677

145
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）

3,456,000 2月24日 当初契約（4月16日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

146
コンクリート舗装の維持
管理手法に関する検討
業務

JV:土木研究センター・
レインボーコンサルタント
設計共同体

随意契約（企画
競争）

2,376,000 2月24日 当初契約（11月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部道
路基盤研究室
tel : 029-864-8172

147
防災施策に関する広報
資料作成業務（第一回
変更）

復建調査設計（株）東
京支社

一般競争入札 1,598,400 2月24日 防災施策に関する広報資料作成を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

148
津波による地盤表層の
侵食過程に関する現地
調査・水理実験業務

（株）建設技術研究所
一般競争（総合
評価）

1,458,000 2月24日 当初契約（9月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
河川研究部海岸研究室
tel : 029-864-3163

149
全国都市交通特性調
査（中国ブロック）

株式会社サーベイリ
サーチセンター

一般競争入札 1,112,400 2月24日 当初契約（７月７日）へ記載
中国地方整備局企画部
広域計画課
tel：082-511-6134

150
Ｈ２７スマートウェイ情報
提供等に関する調査検
討業務

（株）三菱総合研究所 随意契約（公募） 7,452,000 2月25日

本業務は、高速道路、道の駅等に設置した全国約
１，６００カ所（うち関東約４３０カ所）のＩＴＳスポット、
及び、直轄国道に整備した全国約１，５００カ所（うち
関東約３００カ所）の経路情報収集装置から収集さ
れる道路プローブデータの利活用手法に関する検討
を行うものである。
また、ＥＴＣ２．０車載器を搭載したモニターから意見
聴取を行い、地域、路線、沿道条件、利用頻度等の
様々な条件に基づく提供サービスの効果検証を行う

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

151
Ｈ２７道路プローブ情報
表示システム改修業務

沖電気工業（株）統合
営業本部　官公営業本
部

一般競争入札 7,452,000 2月25日

道路プローブデータにおいて、あらかじめ指定された
ASL-IDのプローブ情報を収集し、地図上に現在（最
新）位置の表示が行えるようにするものである。収集
対象は関東地方整備局、首都高、NEXCO（八王子、
川崎、関東）とする。

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

152
踏切道対策の推進及び
制度改正に関する検討
業務（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

5,400,000 2月25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
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153
Ｈ２７走行経路データ整
理業務

（株）サーベイリサーチセ
ンター

一般競争入札 3,337,200 2月25日

ＩＴＳスポットを活用した経路把握・誘導社会実験につ
いて、より多くの実走行データを取得し走行経路把握
システムの構築に資することを目的に、本業務におい
ては、一般車及び大型貨物車を対象とした既存の車
載器貸与モニターの管理等を行うものとする。また、
運行管理記録の収集、貸与期間中の車載器管理な
どを実施するものとする。

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

154
平成２７年度　静岡県
道路交通自動車起終
点調査業務（第2回変

（株）サーベイリサーチセ
ンター

指名競争入札 3,240,000 2月25日 当初契約（７月２４日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

155
道路特性に応じた舗装
の状態評価手法に関す
る検討業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画
競争）

1,944,000 2月25日 当初契約（9月14日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部道
路基盤研究室
tel : 029-864-8172

156
平成２７年度沖縄県ＩＴＳ
社会実験に関する調査
業務（第１回変更）

(株)長大
随意契約（企画
競争）

1,890,000 2月25日 当初契約（6月18日付）へ記載

沖縄総合事務局
道路管理課電線共同溝
係
tel：098-866-1915

第１回変更

157
建設業者・宅建業者
データ抽出に関する調
査検討業務

（株）日立製作所
随意契約（少額
随契）

982,800 2月25日

建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの構
成に必要な各登録事務システムのCSVデータについ
て、検索システムの表示に影響を与えないCSVデー
タを洗い出し、洗い出したデータを検索システムに
取り込まない方法の調査結果をまとめた報告書

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

158

北海道港湾の整備検討
における貨物流動調査
検討業務（第１回契約
変更）

（一社）寒地港湾技術
研究センター

随意契約（公募） 313,200 2月25日
北海道と本州を結ぶ内航航路貨物の流動状況等を
調査・分析し、港湾整備を検討するために必要な現
状を把握

北海道開発局港湾空港
部港湾計画課調査係
tel：011-709-2311
(内5617)

159
道路土工構造物のリス
クマネジメントに関する
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）

248,400 2月25日 当初契約（11月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部道
路基盤研究室
tel : 029-864-8172

160
道路土工構造物（盛
土・擁壁）の耐震性能照
査に関する調査業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画
競争）

3,024,000 2月26日 当初契約（11月19日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部道
路基盤研究室
tel : 029-864-8172

161
輸出コンテナ貨物総重
量の確定方法ガイドライ
ン草案の作成

一般社団法人全日検
随意契約（少額
随契）

997,920 2月26日
コンテナ重量を確定させる義務が生じる荷送人及び
関係者が輸出コンテナ貨物の総重量の確定を適切
に実施できるようにするためのガイドライン草案の作

海事局検査測度課危険
物輸送対策室
tel:03-5253-8641

162
平成２７年度　全国都
市交通特性調査（北陸
ブロック）（第１回変更）

株式会社タイム・エー
ジェント

一般競争入札 486,000 2月26日 概要は当初契約（６月３０日）へ記載

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
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163

平成２７年度　現場施
工の効率化に資する技
術の動向調査及び活用
促進に係る検討（その
２）業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

10,962,000 2月29日

プレキャスト構造物全体及び継手部において、工場
等で製造されるプレキャスト構造部材の品質や耐久
性等の性能が、設計や積算の場面で、適切に評価さ
れる評価手法の技術研究開発を行う事を目的とし
て、鉄筋コンクリート施工に関する文献調査やヒアリン
グにより、生産能力や適用実績等の実態調査のほ
か、プレキャストの活用及び普及に関する課題及び
前提条件の整理を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

164

調査・設計等分野にお
ける入札・契約手法の
改善等に関する調査業
務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

3,605,040 2月29日 当初契約（8月24日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設マネジ
メント技術研究室
tel : 029-864-4239

165
土工構造物（カルバー
ト）の設計手法にかかる
試算業務

（株）エイト日本技術開
発

随意契約（企画
競争）

2,700,000 2月29日 当初契約（11月27日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部構
造・基礎研究室
tel : 029-864-7189

166
土工構造物（擁壁）の設
計手法にかかる試設計
業務

（株）エイト日本技術開
発

随意契約（企画
競争）

2,592,000 2月29日 当初契約（10月26日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部構
造・基礎研究室
tel : 029-864-7189

167
東北圏広域地方計画
検討業務（第１回変更）

（株）福山コンサルタント
一般競争入札
（総合評価方式）

1,620,000 2月29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

168
国内旅客船による船旅
の振興のための技術的
調査

一般財団法人日本造
船技術センター

随意契約（少額
随契）

961,200 2月29日

日本沿海の気象海象条件、運航時の安全性・快適
性を確保できる設備や運航基準の設定を含め、商
業運航可能な船舶のスペックに関する技術的調査
等を行いとりまとめた報告書

海事局船舶産業課管理
係
tel：03-5253-8634

169
平成２７年度　四国圏
広域地方計画推進検
討等業務（第１回変更）

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（公募） 5,961,600 3月1日 概要は、当初契約へ記載（５月１８日）

四国地方整備局
広域計画課
計画調整係
tel：087-811-8309

170

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（第１
回変更）

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）

5,961,600 3月1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

171
国際道路網に関するＡ
ＳＥＡＮ諸国との共同研
究支援業務（第１回変

（一社）国際建設技術
協会

随意契約（企画
競争）

5,724,000 3月1日
ASEAN諸国と共同して大型車両の交通を支える国
際物流網（アジアハイウェイ、アセアンハイウェイ）に用
いる技術基準を検討する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

172
近畿管内道路交通調
査集計分析業務

（株）地域未来研究所 随意契約（公募） 5,400,000 3月1日

１．調査対象車両の抽出　２．ODデータ確認
３．OD拡大処理
４．一般交通量調査とりまとめ
５．集計分析

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係
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173
二国間会議を通じたベト
ナムの道路行政・制度
等に関する調査業務

（株）ブレインワークス 一般競争入札 5,076,000 3月1日

ベトナムの道路行政・制度等に関する情報を収集・
整理するとともに、ベトナム高速道路セミナーの開催
にあたって、セミナーを円滑に実施するために必要と
なる会場の手配・設営等の準備及びセミナー運営補
助等の支援を行う

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

174

ＡＳＥＡＮ国際回廊に関
連する道路プロジェクト
の発掘・形成調査業務
（第１回変更）

ＡＳＥＡＮ国際回廊に関
連する道路プロジェクト
の発掘・形成調査業務
共同提案体

随意契約（企画
競争）

3,866,400 3月1日

ASEANの国際回廊（アジアハイウェイ、アセアンハイ
ウェイ、その他ASEAN地域の経済発展に資する幹線
道路）において、日本企業の参画を考慮しつつ、国
際回廊の形成に寄与する道路プロジェクトを発掘・調

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

175
平成27年度　道路橋の
点検に係る情報等検討
業務（第１回変更）

平成27年度　道路橋の
点検に係る情報等検討
業務　JBEC・日本みち
研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

939,600 3月1日
橋梁等の定期点検結果などの点検に係る情報等に
ついて、分析を実施し、定期点検を推進するうえでの
方策を検討する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

176

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（第１回変更）

ドーコン・計量計画研究
所共同提案体

随意契約（企画
競争）

5,022,000 3月2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

177

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係る白神山地多言語
パンフレット作成業務

（株）ジェイアール東日
本企画

随意契約（企画
競争）

2,997,000 3月2日

多様化する外国人観光客のニーズに対応するため、
白神山地関係8市町村の豊富な地域資源を魅力
的・効果的に発信し、海外に向けたＰＲ効果の見込
める外国語版の観光パンフレットを作成することを目
的として実施する。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

178

平成２７年度　道路維
持管理に関する情報整
理・検討業務（第１回変
更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

5,497,200 3月3日

平成22年度より運用している「国が管理する一般国
道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」に基
づく維持管理作業の実績データ等の整理・分析によ
り、評価指標やサービス目標の達成状況等を確認す
るとともに、維持管理に関する課題を抽出し、維持管
理基準の改善に向けた検討などを行う

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

179
地域防災力向上に関す
る検討業務（第１回契
約変更）

（一社）北海道開発技
術センター

随意契約（公募） 2,512,000 3月3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)

180

アイヌ遺骨等の保管施
設の整備にかかる基礎
調査業務（第1回契約
変更）

（株）オリエンタルコンサルタンツ 随意契約（公募） 1,674,000 3月3日
「民族共生象徴空間」における慰霊施設整備候補地
の現地調査及び施設イメージの検討

北海道開発局開発監理
部総務課（アイヌ関連施
策監理官付）
tel：011-709-2311
(内2078)

181
諸外国における治水事
業等の比較分析検討業
務（第2回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

1,242,000 3月3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



平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５
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182

平成27年度　日本・シ
ンガポール政府・企業
等の連携によるシンガ
ポール及び東南アジア
における持続可能な開
発の調査・検討業務（第

ＰｗＣアドバイザリー合同
会社

随意契約（企画
競争）

▲ 1,296,000 3月4日 当初契約（１１月２４日）へ記載

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

183
プローブ情報の収集精
度向上等に関する検討
業務（第１回変更）

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

5,184,000 3月7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
tel：03-5253-8484

184

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（第１回変

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

1,231,200 3月7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

185
公共工事における入札・
契約手法の改善等に関
する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

5,205,600 3月8日 当初契約（8月24日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設マネジ
メント技術研究室
tel : 029-864-4239

186
生活道路の速度抑制対
策に関する調査業務

いであ（株）
随意契約（企画
競争）

3,704,400 3月8日 当初契約（8月24日）へ記載

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

187

下水道処理施設維持
管理業者登録システム
機器のウィルス対策及
び設定作業

(株)Lee.ネットソリュー
ションズ

随意契約（少額
随契）

60,480 3月8日
下水道処理施設維持管理業者登録システム機器の
ウィルス対策及び設定作業

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

188
Ｈ２７東京都内交通量
調査業務

（株）片平エンジニアリン
グ

指名競争入札 131,360,400 3月9日

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とす
るため、平成２７年度道路交通調査の一環として東
京都内におけて、交通量調査、旅行速度調査及び
道路交通状況調査を行うものである。

関東地方整備局東京国
道事務所
計画課調査係
tel:03-3512-9093

189
平成２７年度　全国都
市交通特性調査（四国
ブロック）（第一回変更）

（株）グリーンエコ 一般競争入札 1,566,000 3月9日 概要は、当初契約へ記載（7月１６日）

四国地方整備局
企画部広域計画課
地方計画係
tel：087-861-8061

190

「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
（第１回契約変更）

（一社）日本公園緑地
協会

随意契約（公募） 7,290,000 3月10日

年間利用者数の変更に伴い開園時の交通状況評
価を行い周辺環境への影響を検討した。
公園施設として新たに設置することとなった体験交流
ホール等の基本計画を策定した。

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)
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191
高度道路交通システム
社会実験効果検証業
務（第1回契約変更）

（株）長大 随意契約（公募） 3,996,000 3月10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)

192
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）

3,240,000 3月10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
tel：06-6942-1141

193
平成２７年度道路交通
調査集計業務（第１回
変更）

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 2,106,000 3月10日 概要は当初契約（７月１３日）へ記載
北陸地方整備局　道路
部　地域道路課　調査
係

194
都市における浸水被害
及び対策効果の調査業
務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

1,836,000 3月10日 当初契約（11月4日）へ記載

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

195
観光地域づくりの取組等
に関する海外事例の情
報収集

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（少額
随契）

953,964 3月10日
諸外国(特に観光受入人口が多い欧米・アジア各国)
におけるDMO等を活用した観光活性化の事例につい
て調査する。

観光庁参事官（国際関
係）
tel：03-5253-8111(内
線27-502,27-505)

196
観光業界における海外
の人材育成の事例調査

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（少額
随契）

915,948 3月10日
諸外国(特に観光受入人口が多い欧米・アジア各国)
における観光産業の人材育成制度について調査す
る。

観光庁参事官（国際関
係）
tel：03-5253-8111(内
線27-502,27-505)

197
津波による地盤表層の
侵食過程に関する現地
調査・水理実験業務

（株）建設技術研究所
一般競争（総合
評価）

▲ 540,000 3月10日 当初契約（9月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所
河川研究部海岸研究室
tel : 029-864-3163

198
平成２７年度大宮国道
一般交通量調査（その
２）業務委託

平和フィールド（株） 指名競争入札 31,320,000 3月11日
埼玉県内（一般国道１６号以北）において交通量調
査や道路状況調査を行い、その結果をとりまとめる。

関東地方整備局大宮国
道事務所　経理課
tel：048-669-1200

199
平成２７年度大宮国道
一般交通量調査（その
１）業務委託

（株）新日本エグザ 指名競争入札 24,624,000 3月11日
埼玉県内（一般国道１６号以南）において交通量調
査や道路状況調査を行い、その結果をとりまとめる。

関東地方整備局大宮国
道事務所　経理課
tel：048-669-1200

200

平成２７年度　交通安
全対策（ラウンドアバウト
等）に関する検討業務
（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

3,780,000 3月11日

通学路における交通安全対策の推進、交通安全施
設の物理的デバイスの効果的活用方策、ラウンドア
バウト導入への技術的課題、バリアフリー化の評価手
法等について検討を行う

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

201
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） 1,857,600 3月11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
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202
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 1,706,400 3月11日 当初契約（4月9日付）へ記載

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

第１回変更

203

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
（第１回変更）

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

1,242,000 3月11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

204
平成２７年度大宮国道
道路利用状況調査（そ
の１）業務委託

（株）総合環境計画　東
京支社

指名競争入札 17,712,000 3月14日
埼玉県内（さいたま市周辺）において自動車起終点
調査を行い、その結果をとりまとめる。

関東地方整備局大宮国
道事務所　経理課
tel：048-669-1200

205

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（第１回
変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

4,752,000 3月14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

206
ITSスポットに関する調
査検討業務（第１回変
更）

エヌシーイー(株) 随意契約（公募） 2,916,000 3月14日 概要は当初契約（７月２３日）へ記載
北陸地方整備局　道路
部　道路計画課　調査
係

207
Ｈ２７道路プローブ情報
表示システム改修業務

沖電気工業（株）統合
営業本部　官公営業本
部

一般競争入札 2,160,000 3月14日

道路プローブデータにおいて、あらかじめ指定された
ASL-IDのプローブ情報を収集し、地図上に現在（最
新）位置の表示が行えるようにするものである。収集
対象は関東地方整備局、首都高、NEXCO（八王子、
川崎、関東）とする。

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

208
平成２７年度　中部地
整管内ＩＴＳ活用検討業
務（第１回変更）

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）

1,630,800 3月14日 当初契約（６月３日）へ記載
中部地方整備局道路部
交通対策課安全施設係
tel:052-953-8178

209
平成２７年度都市用水
使用量分析等調査業
務

開発エンジニアリング株
式会社

一般競争入札 529,200 3月14日 当初契約（１１月６日）へ記載

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課総
合水資源管理戦略室
０３－５２５３－８１１１
（内線３１２３４）

210
平成２７年度大宮国道
道路利用状況調査（そ
の３）業務委託

（株）サーベイリサーチセ
ンター

指名競争入札 30,780,000 3月15日
埼玉県内（さいたま市周辺を除いた一般国道１６号
以北）において自動車起終点調査を行い、その結果
をとりまとめる。

関東地方整備局大宮国
道事務所　経理課
tel：048-669-1200

211
平成２７年度大宮国道
道路利用状況調査（そ
の２）業務委託

（株）サーベイリサーチセ
ンター

指名競争入札 23,762,000 3月15日
埼玉県内（さいたま市周辺を除いた一般国道１６号
以南）において自動車起終点調査を行い、その結果
をとりまとめる。

関東地方整備局大宮国
道事務所　経理課
tel：048-669-1200

212
施工パッケージ型積算
方式の運用効率化に向
けた調査業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

3,121,200 3月15日 当初契約（10月7日）へ記載

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設システ
ム課
tel : 029-864-2677
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213

平成２７年度ＩＴＳ技術を
活用した社会実験運営
調査外業務
（第１回変更）

（株）長大 随意契約（公募） 2,538,000 3月15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

214

平成２７年度スーパー・
メガリージョンの形成によ
る社会の変化に関する
検討調査（第１回変更）

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

▲ 734,400 3月15日

スーパー・メガリージョンの形成により、新たに生み出
される価値や我が国の社会や経済に与える影響につ
いて、学識経験者等の意見も踏まえながら検討を実
施した。

国土政策局総合計画課
国土基盤班
tel:03-5253-8111
（内線29-352）

215
平成27年度南部国道
事務所一般交通量調
査業務

（株）中央建設コンサル
タント

指名競争入札 21,600,000 3月16日 当初契約（8月7日付）へ記載

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

第１回変更

216
建設業における社会保
険等への加入状況調査
業務

（株）ＭＣデータプラス
随意契約（競争
性なし）

3,099,530 3月16日
建設業者、作業員を含む社会保険等への加入状況
を把握し、更なる社会保険等への加入徹底方策を
検討するための基礎データを収集した

土地・建設産業局建設
市場整備課
内線24828

217
平成２７年度重層下請
構造実態調査業務（第
１回変更）

（株）ＭＣデータプラス
随意契約（企画
競争）

2,000,000 3月16日 当初契約（８月３１日）へ記載

土地・建設産業局建設
業課入札制度企画指導
室調査係
tel：03-5253-8278

218
宿泊施設の需要シミュ
レーション分析に関する
調査

みずほ総合研究所（株）
随意契約（少額
随契）

997,920 3月16日
訪日外国人旅行者数の変化に一定の仮定を置いた
場合の宿泊需要の変化を予測し、客室供給の見込
みと比較することで、宿泊施設の基礎資料とする。

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-306)

219

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（情報伝達・発信円滑
化に向けた実証可能性

（株）ＪＴＢ北海道
札幌法人事業部

随意契約（企画
競争）

▲ 631,800 3月16日
アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北海道エリア
内において移動Ｗｉ-Ｆｉシステムの実証実験を行った
報告書

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

220
Ｈ２７自動車起終点調
査業務（第１回変更）

（株）ＳＫプランニング 指名競争入札 14,418,000 3月17日 概要は当初契約（９月３日）へ記載

北陸地方整備局　新潟
国道事務所　調査課
調査係
tel：025-244-2159

221
北海道開発局管内　道
路交通情勢調査業務
（第1回契約変更）

（株）ドーコン 随意契約（公募） 9,514,800 3月17日 道路交通情勢調査の実施

北海道開発局建設部
道路計画課調査第2係
tel：011-709-2311
(内5366)
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222
Ｈ２７道路交通調査（自
動車起終点調査）

（株）総合環境計画　東
京支社

指名競争入札 1,350,000 3月17日

本業務は、道路の整備状況や交通状況、道路計画
を検討する際の基礎データとなる情勢を調査する、
「全国道路・街路交通情勢調査」に基づく調査であ
り、群馬県内において自動車起終点調査（ＯＤ調査）
を行い、その結果を取り纏めるものである。

関東地方整備局高崎河
川国道事務所
調査課道路調査係
tel:027-345-6040

223

海外港湾調査を踏まえ
た北海道の港湾におけ
る課題検討業務（第１
回契約変更）

（一財）国際臨海開発
研究センター

随意契約（公募） 804,000 3月17日

穀物の輸入拠点港として一層の物流コスト・サービス
を向上させるために必要となる方策の検討及び積雪
寒冷地にある北海道港湾において課題となっている
事項、これらについて海外港湾調査をし、その結果を
踏まえた方策について検討するもの

北海道開発局港湾空港
部港湾計画課計画第１
係
tel：011-709-2311
(内5618)

224
Ｈ２７長野県内道路交
通調査業務

（株）伊藤測量設計 指名競争入札 44,452,800 3月18日
本業務は、５年毎に実施されている平成２７年度道
路交通調査の一環として、起終点（ＯＤ）調査及び一
般交通量調査を実施し、取りまとめした。

関東地方整備局長野国
道事務所調査課調査係
026-264-7006

225
Ｈ２７東京都内自動車
起終点調査業務（区
部）

望月測量設計（株） 指名競争入札 14,677,200 3月18日

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とす
るため、平成２７年度道路交通調査の一環として東
京都内（区部）において、自動車起終点調査（ＯＤ調
査）の調査結果のとりまとめを行うものである。

関東地方整備局東京国
道事務所
計画課調査係
tel:03-3512-9093

226
平成２７年度道路交通
調査（ＯＤ調査）２７Ｆ１３

空間情報サービス（株）
一般競争入札
（総合評価方式）

12,852,000 3月18日
今後の道路計画立案等の基礎資料とするため、千
葉県内において、自動車起終点調査を行うものであ
る。

関東地方整備局千葉国
道事務所計画課道路分
析係
tel：043-287-0314

227
Ｈ２７東京都内自動車
起終点調査業務（多摩
地区）

望月測量設計（株） 指名競争入札 9,018,000 3月18日

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とす
るため、平成２７年度道路交通調査の一環として東
京都内（多摩地区）において、自動車起終点調査（Ｏ
Ｄ調査）の調査結果のとりまとめを行うものである。

関東地方整備局東京国
道事務所
計画課調査係
tel:03-3512-9093

228
平成２７年度　静岡地
域道路交通円滑化検
討業務（第１回変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

随意契約（公募） 8,564,400 3月18日 当初契約（４月２２日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

229
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）

5,400,000 3月18日 当初契約（4月1日）へ記載

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

230
平成２７年度岐阜国道
交通円滑化検討業務
（第１回変更）

大日本コンサルタント
（株）中部支社

随意契約（公募） 3,078,000 3月18日 当初契約（４月２１日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

231
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（第２回変

（一財）国際建設技能
振興機構

随意契約（企画
競争）

▲ 1,911,331 3月18日 当初契約（６月１５日）へ記載
土地・建設産業局建設
市場整備課監理係
tel：03-5253-8283

232
平成２７年度羽越管内
道路情勢分析調査業
務（第１回変更）

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 9,558,000 3月22日 概要は当初契約（４月９日）へ記載

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
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233
平成２７年度　三重県
内交通円滑化検討業
務（第１回変更）

（株）建設技術研究所
中部支社

随意契約（公募） 7,128,000 3月22日 当初契約（４月１３日）へ記載
中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

234
道路橋の鋼管部材に対
する当て板補強に関す
る実験等業務

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（企画
競争）

5,076,000 3月22日 当初契約（12月14日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel : 029-864-4919

235

河川・下水道のシームレ
スモデルを用いたリアル
タイム浸水予測手法の
開発（第一回変更）

河川・下水道のシームレ
スモデルを用いたリアル
タイム浸水予測手法の
開発共同研究体

随意契約（公募） ▲ 7,805 3月22日
河川・下水道のシームレスモデルを用いたリアルタイ
ム浸水予測手法の開発の検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

236

雨天時に市街地から流
出するノンポイント汚濁
負荷量の予測モデル開
発（第一回変更）

（国）　広島大学 随意契約（公募） ▲ 35,721 3月22日
雨天時に市街地から流出するノンポイント汚濁負荷
量の予測モデル開発の検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

237

下水道における最適なリ
スク評価方法と対策技
術の構築に向けた検討
業務（第一回変更）

国立研究開発法人
土木研究所

随意契約（公募） ▲ 2,977,389 3月22日
下水道における最適なリスク評価方法と対策技術の
構築に向けた検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

238
平成２７年度金沢管内
道路交通調査業務（第
１回変更）

（株）国土開発センター 指名競争入札 20,520,000 3月23日 概要は当初契約（８月５日）へ記載

北陸地方整備局　金沢
河川国道事務所　調査
第二課　道路調査係
tel：076-264-9912

239

平成２７年度全国道路
交通情勢調査自動車
起終点調査作業（第１
回変更）

（株）飛州コンサルタント 指名競争入札 7,776,000 3月23日 概要は当初契約（７月３１日）へ記載

北陸地方整備局　富山
河川国道事務所　調査
第二課　道路調査係
tel:076-443-4717

240

点検の省力化・精度向
上を目指した機械化移
動体点検と構造形態に
関する研究開発（額の

国立大学法人　京都大
学

公募 26,936,827 3月24日

維持管理に関わるニーズと技術開発のシーズとの
マッチングを重視し、新しい技術を現場で使える形で
展開し、予防保全による維持管理水準の向上を低コ
ストで実現させることを目指して実施した。

総合政策局公共事業企
画調整課施工企画係
tel:03-5253-8111

241
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）

6,566,400 3月24日 当初契約（5月14日）へ記載

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
tel : 029-864-4496

242
平成２７年度道路交通
調査作業（第１回変更）

（株）アルゴス
一般競争入札
（総合評価方式）

5,562,000 3月24日 概要は当初契約（８月２８日）へ記載

北陸地方整備局　高田
河川国道事務所　調査
第二課　道路調査係
Tel:025-521-4545
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243

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業
『「農業」を活用した体
験・滞在型ツーリズムの
推進～十勝の魅力は
「農」にあり～』に係る調
査業務（変更）

（株）ＪＴＢ北海道
随意契約（企画
競争）

▲ 976,914 3月24日
十勝地域のマーケティング調査、モデルコース造成、
モニターツアー実施等を行い、効果的な手法を調
査・検討した報告書

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2723

244
Ｈ２７道路交通調査業
務（自動車起終点調査
その１）

（株）サーベイリサーチセ
ンター

指名競争入札 28,620,000 3月25日
神奈川県内（横浜・川崎市内を除く）において、自動
車起終点調査（ＯＤ調査）を行い、その結果をとりまと
めるもの。

関東地方整備局横浜国
道事務所計画課専門官
tel:045-316-3536

245
Ｈ２７道路交通調査業
務（自動車起終点調査
その２）

（株）サーベイリサーチセ
ンター

指名競争入札 27,864,000 3月25日
横浜市内・川崎市内において、自動車起終点調査
（ＯＤ調査）を行い、その結果をとりまとめるもの。

関東地方整備局横浜国
道事務所計画課専門官
tel:045-316-3536

246
Ｈ２７道路交通調査業
務（交通量調査その１）

（株）創和技術 指名競争入札 10,648,800 3月25日
神奈川県内における交通量や道路状況調査を行
い、その結果をとりまとめるもの。

関東地方整備局横浜国
道事務所計画課専門官
tel:045-316-3536

247
Ｈ２７道路交通調査業
務（交通量調査その２）

日建コンサルタンツ（株） 指名競争入札 8,154,000 3月25日
横浜市内・川崎市内における交通量や道路状況調
査を行い、その結果をとりまとめるもの。

関東地方整備局横浜国
道事務所計画課専門官
tel:045-316-3536

248
東北管内ＩＴＳ調査検討
業務（第１回変更）

（株）長大 随意契約（公募） 4,741,040 3月25日
ETC2.0プローブデータを分析、東北の地域特性を踏
まえたデータ活用方策を検討し、今後の道路施策立
案のための基礎資料を作成する。

東北地方整備局
交通対策課　特殊車両
係

249
今後の中部圏の空港の
あり方等に関する調査
（設計変更）

（株）三菱総合研究所 一般競争 2,494,800 3月25日

今後の中部圏の航空需要の変化を見据えた中部圏
の航空拠点化に向け、需要を取り込むための方策及
び拡大するための方策や、今後の中部圏の空港のあ
り方等について、検討を行った。

航空局
近畿圏・中部圏空港政
策室企画調査第二係
内線49634

変更契約

250
平成２７年度山梨県内
交通情勢調査業務

（株）近代設計 指名競争入札 25,272,000 3月28日
本業務は、自動車起終点調査（OD調査）などを実施
し、道路の計画、建設、管理などについての基礎資
料を得ることを目的とする。

関東地方整備局甲府河
川国道事務所調査第二
課道路調査係
tel：055-252-5491

251
堤脚水路による越流水
の減勢に関する水理実
験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

7,668,000 3月29日 当初契約（1月25日）へ記載

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

252

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係るJAPANESE
RESTAURANT WEEKを
活用した東北地域プロ
モーション業務

（株）ぐるなび
随意契約（企画
競争）

24,991,200 3月30日 平成28年8月公表予定
東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001



平成２7年度　委託調査費に関する契約状況（1月～3月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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 備考概要 部局等名契 約 金 額

契約
締結日

253

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係るTOHOKU美酒街
道創造業務

（株）ジェイアール東日
本企画

随意契約（企画
競争）

9,999,720 3月30日 平成28年8月公表予定
東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

254

広域観光周遊ルート形
成促進事業【日本の奥
の院・東北探訪ルート】
に係るTOHOKU体感観
光磨き上げ業務

（株）リヴァンプ
随意契約（企画
競争）

9,827,080 3月30日 平成28年8月公表予定
東北運輸局観光部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

255
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）

1,458,000 3月31日 当初契約（4月1日）へ記載

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

256

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（事業計画策定・マーケ
ティング、多言語情報コ
ンテンツの整備、交通ア
クセスの円滑化に向け
た検討）

（株）ＪＴＢ北海道
札幌法人事業部

随意契約（企画
競争）

▲ 617,760 3月31日
アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北海道に係る
マーケティング調査、バス運行試験ルートの検討した
報告書

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

1,396,848,912


