
平成２６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
法人土地・建物基本調
査の結果集計及び審査
等業務

株式会社三菱総合研
究所

随意契約（企画
競争）

419,666,400 4月1日
平成25年度に実施した調査結果を踏まえ、速報
結果の公表及び確報結果の公表に向けて、調査
結果の集計、審査及び推計方法の検討等を

土地・建設産業局企画
課指導係
tel：03-5253-8376

2
平成２６年度取引価格
等土地情報の実査・提
供に関する業務

一般財団法人　土地情
報センター

一般競争入札
（総合評価方式）

216,254,632 4月1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

3
建設企業等の課題解決
支援に関する調査検討
業務

一般財団法人　建設業
振興基金

随意契約（企画
競争）

180,144,000 4月1日

中小・中堅建設企業等の新事業展開等の経営
上の課題又は施工管理等の技術的な課題の解
決を支援する「相談支援」を実施。また、新たな
事業展開や企業再編・廃業等の他企業に対して
モデル性の高い案件を支援する「重点支援」を
実施し、中小・中堅建設企業等に対し、セミナー
開催等により広く水平展開。

土地・建設産業局建設
市場整備課
tel：03-5253-8281

4
訪日外国人消費動向
調査の実施及び同調査
における課題検討業務

（公財）日本交通公社
一般競争入札
（総合評価方式）

107,730,000 4月1日
訪日外国人の旅行動向を把握するための調査
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27-216)

5
平成26年度主要都市
における高度利用地の
地価分析調査業務

一般財団法人　日本不
動産研究所

随意契約（企画
競争）

79,768,800 4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

土地・建設産業局地価
調査課企画係
tel:03-5253-8377

6
平成２７年地価調査業
務

公益社団法人　日本不
動産鑑定士協会連合
会

随意契約（企画
競争）

75,542,760 4月1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

7
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 一般競争入札 59,400,000 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)

8
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 48,049,200 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)

9
平成２６年度　道路に関
する地域からの意見等
の調査・分析業務

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

43,167,600 4月1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地域からの意
見等を収集し、今後の道路施策を検討するため
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

10

ヘルスケア施設を対象
とした不動産証券化の
活用に関する調査検討
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
（株）

随意契約（企画
競争）

25,920,000 4月1日

ヘルスケア施設供給促進のための環境整備とし
て、ヘルスケア施設を取得・運用するリートに係る
調査分析、ガイドラインの検討及びモデル事業の
実施等を行った。

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室投資
顧問業係
内線：25-156

11
平成２６年度土地取引
情報座標等付与検討
業務

株式会社ゼンリン
随意契約（企画
競争）

23,979,996 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
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12
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1日
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

13
土地取引情報等の集計
及び提供に係る業務

一般財団法人　土地情
報センター

一般競争入札 17,128,800 4月1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

14
法人土地・建物基本調
査の復元倍率作成等業
務

公益財団法人統計情
報研究開発センター

随意契約（企画
競争）

16,831,584 4月1日
平成25年度に実施した調査結果を踏まえ、結果
集計に用いる集計用復元倍率（乗率）の作成、
標本誤差の算出及び検証等を行った。

土地・建設産業局企画
課指導係
tel：03-5253-8376

15
平成26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 15,876,000 4月1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
検討を行うものである。

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

16

国連ハビタットが主催す
る一連の国際会議の成
果の国際協力への活用
方策等に関する調査

（一財）日本開発構想
研究所

随意契約（企画
競争）

12,992,400 4月1日

2014年４月にコロンビアにおいて開催される第７
回世界都市フォーラムの展示、情報収集等を行
うとともに、会議の成果を我が国の国土政策分野
の国際協力に資するよう活用方策を検討する。

国土政策局総務課企
画室
03-5253-8111
(ex.29158)

17
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）

9,990,000 4月1日
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

18
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）

9,990,000 4月1日
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

19

津波来襲時の海岸堤防
の被災メカニズム解明
のための数値解析技術
の開発

(国)名古屋大学 随意契約（公募） 9,965,000 4月1日

海岸堤防に作用する津波による外力を精度良く
推定し、その外力に伴う海岸堤防の安定性を適
切に評価するために、津波・被覆工の挙動・洗掘
等の地形変化・堤体内部および下部の基礎地盤
の応答の四者間の相互作用が解析できる数値
解析モデルの構築を行った。

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

20
ITSスポットサービス検
討・設計業務

ITSスポットサービス検
討・設計業務 日本工
営・道路新産業開発機
構設計共同体

随意契約（公募） 8,316,000 4月1日
ITSスポットサービス社会実験の一環として、既存
ＩＴＳスポットの課題・対応検討を実施した上で、
情報提供内容の詳細設計を行う。

東北地方整備局道路
部交通対策課特殊車
両係
tel.022-222-7304

21
平成２６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 5,400,000 4月1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
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22
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

（株）三菱総合研究所
随意契約（少額
随契）

990,360 4月1日
昨年度実施した「今後のインバウンド政策のあり
方に関する基礎調査」について「今後の訪日外
国人旅行者数に関するシミュレーション」を実施

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-821)

23
下水道処理施設維持
管理業者登録システム
機器等賃貸借　一式

日立キャピタル(株)
随意契約（少額
随契）

690,120 4月1日
下水道処理施設維持管理業者登録システム機
器等の賃貸借

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

24

地域における不動産証
券化手法の活用促進に
向けた人材育成に関す
る業務

株式会社　日本経済研
究所

随意契約（企画
競争）

19,980,000 4月2日

不動産証券化に関する基本的な知識を広く普及
させるための手段を講ずるとともに、不動産特定
共同事業をはじめとする不動産証券化手法を活
用した不動産再生事業の推進の核となる地域人
材を育成するため、各地域での研修・情報共有・
啓発の場や相談窓口を設置することで、各地域
における不動産証券化手法の普及啓発を図っ

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

25
不動産特定共同事業
等を活用した不動産証
券化モデル事業

一般財団法人　日本不
動産研究所

随意契約（企画
競争）

19,764,000 4月2日

不動産特定共同事業等の不動産証券化手法の
活用が見込まれる案件を募集・選定し、同案件
を対象としたコンサルティング業務等の支援を
行った。支援を行った案件の実施過程についてと
りまとめを行うとともに、不動産特定共同事業等
の不動産証券化に関する実務ガイドラインの作成
を行うことで、不動産証券化手法の普及啓発を

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

26
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

一般財団法人　日本不
動産研究所

随意契約（企画
競争）

8,737,200 4月3日

土地取引の監視に当たり着目すべき事項や監視
区域の指定を含め対応すべき事項などについて
検討を行った。また、土地取引を監視する手法
や手順などを体系的にマニュアルとして取りまと

土地・建設産業局企画
課土地取引係
tel：03-5253-8292

27

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務 特定非営利活動
法人日本水フォーラム・
（株）建設技術研究所
共同提案体

随意契約（企画
競争）

29,160,000 4月7日
防災の主流化をめぐる国際社会における動向把
握及び対応方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

28
平成２６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） 27,972,000 4月7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

29

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務 特定非営利活動
法人日本水フォーラム・
（株）建設技術研究所
共同提案体

随意契約（企画
競争）

15,000,000 4月7日
防災の主流化をめぐる国際社会における動向把
握及び対応方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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30

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務 特定非営利活動
法人日本水フォーラム・
（株）建設技術研究所
共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,160,000 4月7日
防災の主流化をめぐる国際社会における動向把
握及び対応方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

31

都市公園等における鳥
類及び昆虫類に関する
調査解析・資料作成業
務

（株）建設環境研究所
随意契約（企画
競争）

9,860,400 4月8日

東京近郊の条件の異なる都市公園等において、
鳥類及び昆虫類の生息・生育状況を調査すると
ともに、調査結果をもとに都市における生物多様
性と緑地の面積や植生構造等との関係を解析
し、調査解析結果の解説資料を作成するもの

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

32
Ｈ２６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 11,880,000 4月9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とともに、
大型貨物車における新たなモニターに対し、貸与
にあたっての説明、設置スケジュール管理につい
ても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

33
日韓河川及び水資源開
発技術協力会議運営
補助業務

(株)エモック・エンタープ
ライズ

一般競争入札 1,212,900 4月9日
日韓河川及び水資源開発技術協力会議運営補
助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

34
平成２６年度　全国道
路橋データベースシス
テム機器保守調達

国際電子（株） 一般競争入札 1,079,179 4月9日
全国道路橋データベースシステム機器の保守を
調達する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

35

北陸信越地域における
生活交通の運行等に対
するモニタリング実施業
務

エヌシーイー（株）
随意契約（企画
競争）

4,968,000 4月11日

今後のケーススタディとするため、選定した地域
において、地域の生活交通のモニタリングを実施
するものであり、各種データの収集・整理により、
地域特性等を踏まえた的確なモニタリング方法

北陸信越運輸局企画
観光部交通企画課
tel：025-285-9151

36
平成２６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） 16,362,000 4月14日

平成24年度に選定した愛知国道管内の一般国
道および中部地整管内の高速道路における主要
渋滞箇所について、箇所毎の渋滞発生状況を整
理した上で、対策案を検討し対応方針を策定す

中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168

37
総合的な交通体系に関
するサイト専用サーバの
運用サービスの提供

カゴヤ・ジャパン（株）
随意契約（少額
随契）

496,584 4月14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）
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38
管内渋滞調査業務２６Ｆ
２

国際航業（株）千葉支
店

一般競争入札
（総合評価方式）

20,520,000 4月15日
今後の道路整備計画立案に係る基礎資料とす
るため、交通量調査、渋滞長調査を実施するも
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

39
平成２６年度国土政策
関係研究支援事業

（株）オーエムシー 一般競争入札 16,443,000 4月15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

国土政策局
国土情報課　専門調査
官
tel：03-5253-8353

40
平成２６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） 10,800,000 4月15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

41
露出配管の伸縮量計測
業務

(有)坂田設備
随意契約（少額
随契）

907,200 4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

42
中古不動産取引におけ
る情報提供の促進に係
る調査検討業務

株式会社価値総合研
究所

随意契約（企画
競争）

46,926,000 4月21日
宅建業者を中心とした不動産関連事業者による
消費者への情報提供等の促進に係る先進的な
取組の調査結果報告書

土地・建設産業局不動
産業課流通企画係
03-5253-8111（内線
25116）

43
下水道政策研究委員
会の開催支援業務委託

(株)日水コン
随意契約（少額
随契）

982,800 4月21日 下水道政策研究委員会の開催支援を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

44
ＩＴＳの国際協調・国際
展開方策に関する調査
検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

24,840,000 4月22日

ＩＴＳ世界会議をはじめとするＩＴＳ関連会議におい
て、ＩＴＳ分野における海外の最新情報の収集を
行い、諸外国の動向を踏まえた上で日本の優れ
たＩＴＳ技術をアピールするための支援を行うととも
に、国際展開のために関係機関へのヒアリング等
を行い、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

45

平成２６年度海外富裕
層を対象とした長期滞
在制度設計に向けた調
査事業

アクセンチュア（株） 一般競争入札 14,904,000 4月22日
海外富裕層の長期滞在制度に係るニーズを把
握し、効果的な制度創設に資する調査を実施。

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-514)

46
プローブ情報利活用シ
ステムの交通量表示機
能等追加構築業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

48,924,000 4月23日

プローブ情報利活用システムの交通量表示機能
追加に関するシステム設計、統合プローブ作成
機能追加に関するシステム設計、気象警報発令
時のリアルタイム処理に関するシステム設計、既
存機能改善に関するシステム設計、新規機能追
加及び既存機能改善に関するシステム構築及
び動作確認などを行うものである。

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
tel : 029-864-4496
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47
ミャンマーにおけるヤン
ゴン中央駅と周辺開発
に関する調査

日本コンサルタンツ
（株）、日本工営（株）、
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

16,998,899 4月23日

駅型都市開発を指向し適切な鉄道運営を行うと
いう観点から、ミャンマーにおける駅とその周辺開
発に際して、考慮すべき事項を検討し提言を
行ったもの。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40793)

48
羽田便活用によるタイか
らの誘客強化事業

（株）ＪＴＢコーポレート
セールス

随意契約（企画
競争）

3,596,000 4月23日

羽田空港発着枠の拡大やビザ要件の緩和によ
り、タイ人観光客の増加及びリーピーターの増加
が見込まれるのでモデルコースを設定し、アクセ
スの便利さをPRすることで訴求力を高める事業。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

49
平成２６年度　名古屋
国道管内交通円滑化
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） 12,960,000 4月24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

50
平成２６年度水源の有
効利用方策調査業務

株式会社建設技術研
究所

一般競争入札
（総合評価方式）

9,720,000 4月24日
平成２６年度水源の有効利用方策の調査を行
う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
０３－５２５３－８１１１
（内線３１１５４）

51
倉敷市地域における生
活交通の運行等に対す
るモニタリング実施業務

復建調査設計（株）
随意契約（企画
競争）

4,989,600 4月24日

生活交通のモニタリング手法の検討を行うため、
中国運輸局管内で選定した倉敷市地域で調査
を実施し、収集した各種データの整理・分析を通
じて、他地域においても導入可能な望ましいモニ
タリングのあり方を整理した。

中国運輸局企画観光
部交通企画課
tel：082-228-8701

52
平成２６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）

3,855,600 4月24日
平成２６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）

53
平成２６年度放射性物
質を含む下水汚泥の濃
度・保管状況等調査業

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

831,600 4月24日
平成２６年度放射性物質を含む下水汚泥の濃
度・保管状況等調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

54
観光に関する地域経済
や産業の構造等に係る
調査研究

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

169,998,480 4月25日
観光産業の基本的構造（事業者数、売上規模、
雇用・就労状況等）や地域への経済的効果の実
態を把握するための調査・分析を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111
（内線27-218)

55
プローブ情報を用いた大
型車両の走行状況確認
技術調査業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

25,963,200 4月25日

大型車両の走行履歴データの整理、運行記録
の整理、走行履歴データと運行記録の照合、走
行状況確認方法比較のためのデータ整理、走行
状況確認システムの機器仕様案等の作成を行う
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

56

都市構造の集約化効果
にかかる評価手法・評
価ツールに関する検討
業務

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画競争） 21,816,000 4月25日

都市構造の集約化による行政コスト削減効果、
低炭素化効果等の各種効果を客観的かつ定量
的に評価する手法・ツールの構築並びにそれとあ
わせた都市情報に関するデータベースの整備充
実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)
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57
平成２６年度ロシア市場
における訪日旅行市場
調査事業

（株）ＪＴＢコミュニケー
ションズ

随意契約（企画
競争）

20,996,468 4月25日
ロシア市場における訪日旅行に関する市場つい
ての調査を実施

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-821)

58
全国都市交通特性調
査に関する検討調査

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 19,872,000 4月25日
Ｈ２７年度に実施を予定している全国都市交通
特性調査の調査項目の検討や調査票設計等を
行い、調査計画案の策定等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

59

都市における今後のエ
ネルギーの面的利用の
あり方に関する検討調
査業務

都市における今後のエ
ネルギーの面的利用の
あり方に関する検討調
査業務共同提案体

随意契約（企画競争） 16,977,600 4月25日

都市における今後の地区・街区レベルでのエネ
ルギーの面的利用の意義を再整理するとともに、
エネルギーの面的利用を促進していくための事
業・制度上の様々な課題を整理し、その解決方
策の検討と手引きの作成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)

60

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
業制度のあり方検討業

土地区画整理事業制
度あり方検討共同提案
体

随意契約（企画競争） 16,848,000 4月25日

既成市街地の再整備等における今日の課題を
整理したうえで、課題を解決するための土地区画
整理事業制度のあり方について検討を行うことを
目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

61

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
業制度のあり方検討業
務

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
業制度のあり方検討業
務共同提案体

随意契約（企画競争） 16,848,000 4月25日

既成市街地の再整備にあたっての今日の課題を
整理したうえで、課題を解決するための市街地再
開発事業制度等のあり方の検討に資するため、
必要な情報収集、検討資料の作成等を行うこと
を目的とする。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

62

平成26年度ヤンゴン中
心部における公共交通
一体型都市開発の調査
業務

平成２６年度ヤンゴン中
心部における公共交通
一体型都市開発の調査
業務共同提案体

随意契約（企画競争） 14,990,400 4月25日

都市開発が急速に進んでいるヤンゴンにおいて、
人口問題・都市問題の解決の手段として、鉄道、
バス等の公共交通を中心とした都市開発への期
待が高まっていることを踏まえ、公共交通一体型
の都市開発のあり方の検討・提案を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

63

コンパクトシティに向けた
持続可能な都市機能等
の誘導方策に関する調
査検討業務

（株）野村総合研究所 随意契約（企画競争） 11,880,000 4月25日

人口減少・高齢社会の進展に対応したコンパクト
シティの形成を進める観点から、都市機能や公
共交通の計画的な誘導やその持続性を確保す
る手法・施策の充実に向けて、必要な調査及び

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

64

海外の諸都市における
公共交通優先施策等の
展開に関する調査分析
業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 9,925,200 4月25日

我が国や海外の都市における公共交通優先施
策や歩行者・自転車施策、都市基盤整備等に関
する施策事例及び評価結果を踏まえた施策の
改善事例等について、情報収集、比較を行うこと
により、都市交通施策の今後の推進に資する基
礎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)

65
古都における歴史的風
土の保存方策等検討調
査

（株）スペースビジョン研
究所

随意契約（企画競争） 8,283,600 4月25日

古都における自然的環境の保存管理の担い手
等の確保に向け、多様な主体との連携による保
存管理方策を検討するとともに、明日香村におけ
る歴史的風土を活用した地域活力の向上に係る
更なる取組みの推進等に向け、歴史的風土の保
存及び生活環境の整備等の推進方策を検討す

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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66
檜原村における生活交
通の運行等に対するモ
ニタリング実施業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

4,989,600 4月25日

地域公共交通確保維持改善事業における地域
内フィーダー系統補助の対象地域であり、且つ
地域の協議会を補助対象として希望する東京都
檜原村を選定して実施するものであり、地域特性
等を踏まえた的確なモニタリングの実施により、
各種データの収集・整理を行うことを目的とする

関東運輸局企画観光
部交通企画課
tel：045-211-7209

67
モデル地域における生
活交通の運行等に対す
るモニタリング実施業務

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画
競争）

3,996,000 4月25日
福岡県朝倉市における公共交通に関する実態
把握のためのアンケート調査等を実施

九州運輸局企画観光
部
交通企画課

68

平成２５年度首都圏整
備に関する年次報告
（平成２６年版首都圏白
書）作成業務

勝美印刷（株） 一般競争入札 2,127,600 4月25日

首都圏整備法第30条の2に基づき、平成25年
度首都圏整備に関する年次報告（平成26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)

69
健全な水・物質循環形
成に向けた調査補助業
務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

972,000 4月25日
健全な水・物質循環形成に向けた調査補助を行
う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

70
流総計画再構築検討
会の会議運営補助業務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

950,400 4月25日 流総計画再構築検討会の会議運営補助を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

71
段階的高度処理実証
事業連絡調整会議の会
議運営補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

950,400 4月25日
段階的高度処理実証事業連絡調整会議の会議
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

72
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）

29,808,000 4月28日 河川等の水分野をとりまく諸活動の活性化に関する
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

73
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）

24,839,000 4月28日 河川等の水分野をとりまく諸活動の活性化に関する
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

74

協調ITSの中長期的な
サービスの実現に向け
た要素技術の評価に関
する研究

(国)東京大学 随意契約（公募） 19,494,000 4月28日

協調ITSの中長期的なサービスの実現に必要な
要素技術の機能・性能要件について研究すると
ともに、要素技術の具体化と要素技術の有効性
等について実証実験等を通じ評価を行うものであ
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

75
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）

4,969,000 4月28日 河川等の水分野をとりまく諸活動の活性化に関する
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

76
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

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・橋
梁調査会・日本建設機
械施工協会共同提案
体（代表者　（一財）先
端建設技術センター）

随意契約（企画
競争）

329,400,000 5月1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
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77
平成25年住生活総合
調査集計・分析関連業
務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

24,922,080 5月1日

平成25年住生活総合調査と平成25年住宅・土
地統計調査の個票データを結合した上で、その
集計・分析を行うことにより、住生活基本法に基
づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を
推進する上で必要となる基礎資料を得るととも
に、調査の結果を広く国民にお知らせし、またそ
の二次利用に供することを目的とする

住宅局住宅政策課
調査係
内線39-244

78

住宅の省エネルギー性
能の水準に関する実態
把握及び調査・分析業
務

(株)砂川建築環境研究
所

随意契約（企画
競争）

15,994,000 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39-437

79

建築物の省エネルギー
性能向上に向けた実態
把握・課題分析調査業
務

（一財）建築環境・省エ
ネルギー機構

随意契約（企画
競争）

15,983,049 5月1日
建築物の省エネルギー性能向上に向けた実態
把握等を目的とする

住宅局住宅生産課
建築環境企画室
省エネ係
内線39-464

80

既存住宅の流通・賃貸
市場活性化のための市
場動向把握手法等の検
討調査

（株）価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,741,600 5月1日

既存住宅流通市場の実態を迅速かつ定期的に
把握する手法の構築等を検討するとともに、併せ
て、海外における統計実施事例についても整理・
分析を行う。また、戸建賃貸住宅市場についても
実態把握等を行うとともに、効果的な市場活性
化策を検討することを目的とする。

住宅局住宅政策課
住宅市場整備係
内線39-216

81
平成２６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）

8,964,000 5月1日
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

82

民間活用を想定した公
営住宅の事業収支等に
係るモデル的検討（民
間活用による公営住宅
供給に係る民間事業者
向け普及方策の検討）

ランドブレイン（株）
随意契約（企画
競争）

14,979,600 5月7日

公営住宅の建替事業等における民間事業者の
積極的な参画を推進する観点から、民間事業者
の視点から見たP P P / P F I 事業の課題を整
理し、事業スキーム案の構築など必要な対応策
を検討するとともに、今後のP P P / P F I 事業の
普及促進に向け、民間事業者向けのパンフレット
等のツールを整備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

83
公的賃貸住宅の超長期
延命化技術に係る評
価・実用可能性調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

11,448,000 5月7日

公的賃貸住宅ストックの長寿命化に資する各種
技術やその活用の実例を収集し、技術の普及や
コスト低減に係る評価・可能性について知見の整
理を実施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

84
公営住宅の長寿命化計
画策定推進等事業

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

7,981,200 5月7日

地方公共団体が公営住宅の施設ごとの点検計
画・長期修繕計画を策定するにあたり、必要な事
項を整理する。また、平成26年度以降、公営住
宅の整備・改善事業の実施において長寿命化計
画の策定が補助要件とされる中、既に策定済の
長寿命化計画の実態について整理を行うととも
に、次期改定における内容の充実・精査のポイン
トについて整理を行うことを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
企画計画係
内線39-844
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85
近畿圏広域地方計画
推進資料作成業務

一般（社）　システム科
学研究所

随意契約（企画
競争）

6,480,000 5月7日
近畿圏広域地方計画の着実な推進を図るため
の資料作成等。

近畿地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係

86
平成２６年度訪日中国
人に関するデータ分析・
調査業務

（株）アリス 一般競争入札 5,076,000 5月7日
訪日中国人旅行者に関する帰国報告等を調査
しデータの分析を実施

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-526)

87
平成２７年地価調査業
務に係るデータ集計、分
析等業務

ＴＩＳ株式会社 一般競争入札 3,344,616,576 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

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

88
河川行政等に関する取
組の周知業務

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

52,920,000 5月8日 河川行政等に関する取組の周知を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

89
大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務

大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務（一財）国
土技術研究センター・
（株）日本能率協会総
合研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

28,026,000 5月8日
大規模水害の影響分析及び適応策の取組み方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

90
大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務

大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務（一財）国
土技術研究センター・
（株）日本能率協会総
合研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,013,000 5月8日
大規模水害の影響分析及び適応策の取組み方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

91
大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務

大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務（一財）国
土技術研究センター・
（株）日本能率協会総
合研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,013,000 5月8日
大規模水害の影響分析及び適応策の取組み方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

92
プローブ情報の収集処
理高度化に関する調査
業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

13,964,400 5月8日

プローブ情報のデータ処理方法にかかる整理、
データの蓄積・共有・配信方法にかかる整理、新
たなプローブ統合サーバの仕様案の作成支援を
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

93
Ｈ２６管内橋梁点検その
１業務

（株）東京建設コンサル
タント

指名競争入札 22,140,000 5月12日

本業務は、橋梁の損傷及び変状を早期に発見
し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道
や第三者への被害の防止を図るための橋梁に関
わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得
るため、道路施設の中でも特に重要な橋梁につ
いて点検を行うものである。

関東地方整備局高崎
河川国道事務所
道路管理第二課修繕
係
tel:027-345-6043
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94
旅行・観光による経済
効果等に関する調査研
究

（株）三菱総合研究所
一般競争入札
（総合評価方式）

36,936,000 5月13日

旅行・観光消費動向調査の結果を用いて、わが
国の旅行・観光産業の実態を把握するとともに、
わが国経済に及ぼす旅行・観光消費の経済効
果分析を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111
（内線27-215)

95
高速道路料金施策の効
果検証業務

高速道路料金施策の効
果検証業務　計量計画
研究所・社会システム・
地域未来研究所共同
提案体

随意契約（企画
競争）

29,991,600 5月13日
高速道路の料金施策に関して、分析手法を検討
し、モデル等を構築して総合的に効果を検証す
る

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

96
高速道路料金施策の効
果・影響関連データの
整理・分析業務

高速道路料金施策の効
果・影響関連データの
整理・分析業務三菱総
合研究所・日本能率協
会総合研究所・三菱ＵＦ
Ｊリサーチ＆コンサル
ティング共同提案体

随意契約（企画
競争）

29,966,760 5月13日
高速道路の料金割引による、並行一般道路への
影響、沿道環境改善、物流効率化、観光による
経済効果等の分析を行う

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

97
高速道路に関する交通
関連データの整理・分
析業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

19,980,000 5月13日
高速道路や並行一般道路の交通量、旅行速
度、渋滞状況等の地域毎の各種調査データの
整理・分析を行う

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

98
ＩＴＳ技術を活用した社
会実験運営調査業務

（株）長大 随意契約（公募） 27,864,000 5月14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

99
平成２６年度地下水保
全・利用方策調査業務

国際航業株式会社
一般競争入札
（総合評価方式）

12,960,000 5月14日
平成２６年度地下水保全・利用方策の調査を行
う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
０３－５２５３－８１１１
（内線３１１５４）

100
平成２６年度　道路トン
ネルの維持管理基準に
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）

9,936,000 5月14日

道路トンネル本体及び附属物について、今後、適
切な維持管理を行うため、トンネル点検結果等を
踏まえ、現行の技術基準類の見直しの必要性に
ついて整理・検討する

道路局環境安全課技
術第一係
tel：03-5253-8495

101
地域一体となった道路
利用のあり方に関する
調査検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

9,936,000 5月14日

直轄国道事務所を中心に地域が構成する協議
会等が設定する新たな占用許可基準（従来道路
占用の許可を行っていなかった物件に対しても
許可するなど、従来の占用許可基準とは異なる
基準）により実施する検証事業について、平成２
６年度に各地域で実施する当該事業を調査、評
価すること等により、今後の不法占用対策等、道
路の適正利用を推進していくための方策を検討

道路局路政課道路利
用調整室占用管理シス
テム係
tel:03-5253-8481
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102
平成２６年度多様な入
札契約方式のモデル事
業支援業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

9,720,000 5月14日
多様な入札契約方式モデル事業選定事務局運
営、報告書のとりまとめを行った。

土地・建設産業局建設
業課入札制度企画指
導室企画係
tel：03-5253-8278

103

平成２６年度　道路トン
ネル設計施工・点検・補
修情報のデータベース
化に関する検討業務

平成２６年度道路トンネ
ル設計施工・点検・補
修情報のデータベース
化に関する検討業務日
本建設機械施工協会・
日本みち研究所共同提

随意契約（企画
競争）

9,720,000 5月14日

全国の道路構造物の実態や維持管理の実態か
ら得られる技術的知見を把握・蓄積し、基準類の
見直しや必要な技術開発に取り組むため、道路ト
ンネル設計施工情報や点検詳細情報、補修履
歴情報を収集し、整理・分析を行う

道路局環境安全課技
術第一係
tel：03-5253-8495

104
平成２６年度　道路関
係計数等に関するデー
タ等整理業務

社会システム（株） 一般競争入札 8,424,000 5月14日

平成２６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

105
マレーシア・インドネシア
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）

3,370,490 5月16日

インドネシア・マレーシアは、個人消費を支える中
間所得者層が拡大しており、両国では訪日旅行
が人気となっているが、日本の広域的なプロモー
ションはあまり行われてこなかった。そこでインドネ
シア及びにマレーシアの旅行博出展事業、並び
にインドネシアもの商品広告事業を実施し、招請
旅行会社が造成した旅行商品の販売支援・PRを

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

106 水郷三都タイ誘客事業
（株）ＪＴＢコミュニケー
ションズ

随意契約（企画
競争）

1,305,000 5月16日

水郷三都地域は、東京や成田空港から近距離
に位置し地理的優位性があり、タイ市場に好まれ
る歴史的建造物や日本食、伝統的文化体験、
水郷情緒などの観光資源を有しているので旅行
商品の販売促進を図る。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

107
平成２６年度　中部地
整管内ＩＴＳ検討・検証
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34,776,000 5月20日

１．走行経路把握社会実験モニタ調査、２．
CCTV画像監視の高度化検討、３．道路情報収
集装置ソフトウェア要件の作成、４．プローブデー
タの道路管理への活用に関する試行検討

中部地方整備局道路
部
交通対策課安全施設
係

108
不動産取引におけるＩＴ
活用に向けた方策に関
する調査検討業務

株式会社エヌ・ティ・ティ
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

8,999,999 5月20日

不動産取引における重要事項説明や書面交付
へのＩＴの活用方策の検討にあたり、模擬実験に
よるリスク評価や関係団体等へのヒアリングやア
ンケート等の実施を通じた実態調査の結果をとり

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

109
平成26年度総合的防
災対策のための広域的
な津波分析調査業務

応用地質（株）東京支
社

随意契約（企画
競争）

6,998,400 5月20日
平成26年度総合的防災対策のための広域的な
津波分析調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

110
松阪市における生活交
通の運行等に対するモ
ニタリング実施業務

（株）国際開発コンサル
タンツ

随意契約（企画
競争）

4,989,600 5月20日
松阪市における生活交通のモニタリングを実施
し、データを収集・分析しとりまとめた報告書

中部運輸局企画観光
部
交通企画課
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111
土石流氾濫堆積に関す
る実験業務

㈱建設技術研究所
随意契約（少額
随契）

993,600 5月20日
粒径、流木の有無が土石流氾濫堆積に及ぼす
影響に関する実験を実施した。

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

112

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）

993,600 5月20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

113
平成２６年度水害統計
調査委託業務

新潟県
随意契約（競争
性なし）

566,000 5月20日 平成２６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

114
平成２６年度水害統計
調査委託業務

福岡県
随意契約（競争
性なし）

522,000 5月20日 平成２６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

115
平成２６年度水害統計
調査委託業務

北海道
随意契約（競争
性なし）

464,000 5月20日 平成２６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

116
平成２６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）

436,000 5月20日 平成２６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

117
平成２６年度水害統計
調査委託業務

大阪府
随意契約（競争
性なし）

432,000 5月20日 平成２６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

118
平成２６年度水害統計
調査委託業務

岡山県
随意契約（競争
性なし）

432,000 5月20日 平成２６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

119
平成２６年度水害統計
調査委託業務

京都府
随意契約（競争
性なし）

418,000 5月20日 平成２６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

120
平成２６年度水害統計
調査委託業務

兵庫県
随意契約（競争
性なし）

394,000 5月20日 平成２６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

121
平成２６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２６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

122
平成２６年度水害統計
調査委託業務

千葉県
随意契約（競争
性なし）

368,000 5月20日 平成２６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

123
平成２６年度水害統計
調査委託業務

長野県
随意契約（競争
性なし）

315,000 5月20日 平成２６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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124
平成２６年度水害統計
調査委託業務

島根県
随意契約（競争
性なし）

311,000 5月20日 平成２６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

125
平成２６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２６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

126
平成２６年度水害統計
調査委託業務

広島県
随意契約（競争
性なし）

300,000 5月20日 平成２６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

127
平成２６年度水害統計
調査委託業務

山口県
随意契約（競争
性なし）

296,000 5月20日 平成２６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

128
平成２６年度水害統計
調査委託業務

埼玉県
随意契約（競争
性なし）

288,000 5月20日 平成２６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

129
平成２６年度水害統計
調査委託業務

岩手県
随意契約（競争
性なし）

283,000 5月20日 平成２６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

130
平成２６年度水害統計
調査委託業務

茨城県
随意契約（競争
性なし）

276,000 5月20日 平成２６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

131
平成２６年度水害統計
調査委託業務

熊本県
随意契約（競争
性なし）

244,000 5月20日 平成２６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

132
平成２６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）

240,000 5月20日 平成２６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

133
平成２６年度水害統計
調査委託業務

宮城県
随意契約（競争
性なし）

235,000 5月20日 平成２６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

134
平成２６年度水害統計
調査委託業務

東京都
随意契約（競争
性なし）

230,000 5月20日 平成２６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

135
平成２６年度水害統計
調査委託業務

青森県
随意契約（競争
性なし）

227,000 5月20日 平成２６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

136
平成２６年度水害統計
調査委託業務

静岡県
随意契約（競争
性なし）

217,000 5月20日 平成２６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

137
平成２６年度水害統計
調査委託業務

大分県
随意契約（競争
性なし）

212,000 5月20日 平成２６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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138
平成２６年度水害統計
調査委託業務

秋田県
随意契約（競争
性なし）

210,000 5月20日 平成２６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

139
平成２６年度水害統計
調査委託業務

岐阜県
随意契約（競争
性なし）

206,000 5月20日 平成２６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

140
平成２６年度水害統計
調査委託業務

徳島県
随意契約（競争
性なし）

189,000 5月20日 平成２６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

141
平成２６年度水害統計
調査委託業務

滋賀県
随意契約（競争
性なし）

181,000 5月20日 平成２６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

142
平成２６年度水害統計
調査委託業務

奈良県
随意契約（競争
性なし）

178,000 5月20日 平成２６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

143
平成２６年度水害統計
調査委託業務

高知県
随意契約（競争
性なし）

170,000 5月20日 平成２６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

144
平成２６年度水害統計
調査委託業務

山形県
随意契約（競争
性なし）

167,000 5月20日 平成２６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

145
平成２６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２６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

146
平成２６年度水害統計
調査委託業務

沖縄県
随意契約（競争
性なし）

165,000 5月20日 平成２６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

147
平成２６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２６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

148
平成２６年度水害統計
調査委託業務

長崎県
随意契約（競争
性なし）

151,000 5月20日 平成２６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

149
平成２６年度水害統計
調査委託業務

宮崎県
随意契約（競争
性なし）

151,000 5月20日 平成２６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

150
平成２６年度水害統計
調査委託業務

佐賀県
随意契約（競争
性なし）

145,000 5月20日 平成２６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

151
平成２６年度水害統計
調査委託業務

福島県
随意契約（競争
性なし）

141,000 5月20日 平成２６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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152
平成２６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２６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

153
平成２６年度水害統計
調査委託業務

愛媛県
随意契約（競争
性なし）

136,000 5月20日 平成２６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

154
平成２６年度水害統計
調査委託業務

富山県
随意契約（競争
性なし）

123,000 5月20日 平成２６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

155
平成２６年度水害統計
調査委託業務

鳥取県
随意契約（競争
性なし）

122,000 5月20日 平成２６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

156
平成２６年度水害統計
調査委託業務

福井県
随意契約（競争
性なし）

114,000 5月20日 平成２６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

157
平成２６年度水害統計
調査委託業務

栃木県
随意契約（競争
性なし）

105,000 5月20日 平成２６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

158
平成２６年度水害統計
調査委託業務

山梨県
随意契約（競争
性なし）

104,000 5月20日 平成２６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

159
平成２６年度水害統計
調査委託業務

香川県
随意契約（競争
性なし）

95,000 5月20日 平成２６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

160
踏切道の現況と今後の
対策方針等に関する検
討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

19,969,200 5月21日

踏切道改良促進法の改正に向けて、 踏切道対
策に係る現行制度の成果・課題の抽出・検討を
行うため、ヒアリング等調査や踏切の現況等の分
析を行う。また、これらの結果を踏まえ、法改正
を含む今後の踏切施策の方針について調査・検

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

161
平成２６年度　欧州諸
国の道路行政・制度等
に関する調査業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

13,996,800 5月21日
欧州諸国（欧州委員会含む）を対象として、道路
分野に関する制度や政策の最新動向について調
査を行い、我が国の施策に資するべき内容をとり

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

162
平成２６年度　道路分
野に係る国際機関の動
向等調査業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

8,478,000 5月21日

我が国から道路関係国際機関
（PIARC,ITF,JTRC,REAAA,IRF等）への参画や活
動をより有効なものとするため、国際機関におい
て取り上げられる議論の内容や検討事項等を調
査・分析することにより、道路関係行政の国際的
な動向や関心事項を把握する

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

163
平成２６年度　韓国の道
路行政・制度等に関す
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）

6,480,000 5月21日
韓国を対象として、道路分野に関する制度や政
策の最新動向について調査を行い、我が国の施
策に資するべき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
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164
山形管内道路交通解
析検討業務

（株）福山コンサルタント 随意契約（公募） 3,500,000 5月21日
事務所管内において、道路交通実態調査、交通
解析資料及び渋滞対策関連資料の作成

東北地方整備局山形
河川国道事務所調査
第二課調査係
tel.023-688-8944

165

損傷したコンクリート道路
橋への非破壊検査技術
による検査・診断技術
適用性の調査業務

（株）日本構造橋梁研
究所

随意契約（企画
競争）

94,176,000 5月22日

プレストレスコンクリート橋の撤去桁、コンクリート模
擬損傷桁を用いた非破壊検査の精度検証試験
条件の検討や試験結果の評価、並びに劣化が
疑われるコンクリート桁の詳細調査に用いる非破
壊検査機器に求められる必要条件案の策定に
必要なデータの整理を行う。

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

平成２６年度　事業用
自動車等に係る交通事
故データ収集及び交通
安全対策検討業務

（公財）交通事故総合
分析センター

随意契約（競争
性なし）

25,596,000 5月22日

交通事故の一層の削減を目的として、事業用自
動車に係る重大な交通事故に関するデータ収集
を行うとともに、過去の類似事故データ分析と合
わせて、主に道路構造面での交通安全施策の検

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

167
ロジスティックハブシステ
ムの安全要件策定のた
めの総合的調査

Ｊ－ＤｅＥＰ技術研究組
合、ジャパンマリンユナイ
テッド（株）、三菱重工業
（株）

随意契約（企画
競争）

427,134,788 5月23日

ロジスティックハブを用いた新たな海上輸送シス
テムの実現を目指して、同システムの長期間に
渡る実運航を前提とした基本設計を行い、安全
性や環境性能等に関する各種評価の実施を通
じて安全ガイドライン策定に向けた詳細検討を行
い、その結果をまとめた報告書

海事局船舶産業課
ｔｅｌ：03-5253-8634

168
技術者の現場配置に関
する検討業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

11,988,000 5月23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現場配置について、
現行制度の検証及び改善等に関する調査・検討
を行った。

土地・建設産業局建設
業課技術検定係
０３－５２５３－８２７７

169
訪日外国人消費動向
調査等の見直しに向け
た調査研究

（公財）日本交通公社
随意契約（企画
競争）

9,990,000 5月23日
訪日外国人消費動向調査における富裕層・ビジ
ネス旅客及びクルーの消費動向の把握可能性
等、同調査の改善についての検討を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111
（内線27-216)

170
建設リサイクル推進等の
ための適切な施工管理
に関する調査検討業務

株式会社日本能率協
会総合研究所

随意契約（企画
競争）

9,007,200 5月23日 解体工事業の技術者資格等の検討を行った。
土地・建設産業局建設
業課技術検定係
０３－５２５３－８２７７

171
互層地盤の液状化対策
工法に係る検討業務

（独）港湾空港技術研
究所

随意契約（公募） 8,699,080 5月23日

本委託業務は、液状化層が非液状化層に挟ま
れた互層地盤の液状化メカニズムを明らかにし、
サンドコンパクションパイル工法（SCP）及び圧入
締固め工法（CGP）による液状化対策を施した地
盤と未対策地盤の液状化特性を比較し対策工
法の検討を行うものである。

港湾局海岸・防災課沿
岸域管理係
tel：03-5253-8111

172
コンクリートの分別解体
作業に係る調査検討業
務

一般財団法人先端建
設技術センター・開発エ
ンジニアリング株式会社
共同提案体

随意契約（企画
競争）

4,968,000 5月23日
再生砕石へのアスベスト混入防止に係る現場分
別解体マニュアル（案）の整理を行った。

土地・建設産業局建設
業課技術検定係
０３－５２５３－８２７７

173
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23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
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174
効率的な下水道整備推
進に関する資料作成補
助業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額
随契）

961,200 5月23日
効率的な下水道整備推進に関する資料作成補
助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

175
平成２６年度インド現地
での情報発信・市場動
向調査事業

（株）電通
随意契約（企画
競争）

29,985,520 5月26日
インド現地での旅行会社やメディア等への情報発
信及び市場動向の分析調査を実施

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-507)

176
道路の旅行時間信頼性
の評価と運用に係る研
究開発

（国）東京工業大学 随意契約（公募） 10,000,000 5月26日

平成２６年度は、実際の道路事業を対象に、旅
行時間信頼性向上便益計測手法を用いた検証
を実施した。また、旅行時間の不確実性を考慮し
た動的経路誘導システムについては、昨年度開
発したモバイルアプリケーションの改良を行うと共
に、普及効果検証のための交通シミュレーション

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

177
改良対策立案のための
交差点安全性評価シ
ミュレータの研究開発

（国）名古屋大学 随意契約（公募） 11,998,800 5月27日
交通安全対策代替案の安全性に関する定量的
評価を行うための、交差点安全性評価シミュレー
タを開発するもの。

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

178

ＩＴＳ技術を活用した円
滑、安全・安心な道路
交通の実現方策に関す
る検討業務

ＩＴＳ技術を活用した円
滑、安全・安心な道路
交通の実現方策に関す
る検討業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

39,819,600 5月28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、
過去に発生した事故を分析することで有効な運
転支援システム方策の実現可能性を整理し、ま
た円滑、安全・安心な道路交通に資する新たなＩ
ＴＳ技術の活用方策について検討する

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
tel：03-5253-8484

179
平成２６年度　米国の道
路分野における制度・政
策に関する調査業務

平成２６年度　米国の道
路分野における制度・政
策に関する調査業務公
共計画研究所
International Access
Corporation共同提案体

随意契約（企画
競争）

18,997,200 5月28日

米国での道路分野に関するインフラ整備・管理や
実施されている制度・政策等の最新動向につい
て情報収集・調査を行い、我が国の施策に資す
るべき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

180
高速道路の交通状況等
に関する調査・分析業
務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

14,958,000 5月28日
高速道路等における交通状況等を調査・分析
し、今後の施策検討に必要となる基礎資料を作
成する

道路局高速道路課有
料道路調整室防災・技
術係

181

道路基盤地図情報の更
新技術および関連情報
の継承技術に関する研
究

(国)東京大学 随意契約（公募） 12,997,778 5月28日

本委託研究は、道路更新に伴い生成された道路
基盤地図情報をシームレス化された道路基盤地
図情報に反映（更新）する技術および道路基盤
地図情報に関連づけられている多様な道路情報
を更新後の道路基盤地図情報に適切に継承す
る技術を研究する。

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

182
スマートＩＣ整備による広
域的整備効果の調査・
分析業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

9,936,000 5月28日
スマートＩＣの整備が広域エリアにおいて与える影
響を調査・分析する

道路局高速道路課有
料道路利用促進係
tel：03-5253-8490
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183
高速道路における防災
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）

4,989,600 5月28日
高速道路における防災・危機管理について、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

184
地域防災力向上に関す
る検討業務

日本データーサービス
（株）

随意契約（公募） 12,228,000 5月29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)

185
国道４８３号久斗跨道
橋橋梁設計検討業務

(株)エイト日本技術開発 随意契約（公募） 6,858,000 5月29日
１．部分係数設計法による橋梁詳細設計
２．設計結果比較資料作成

近畿地方整備局
道路部 道路工事課
構造係
tel：06-4794-2261

186

プローブデータ活用にお
けるデータ要件等にか
かる国内外動向調査業
務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

32,832,000 5月30日

プローブデータ活用におけるデータ要件等の課題
にかかる整理及びプローブデータのデータ要件に
かかる国内外の規格策定状況整理を行うととも
に、国総研が行う欧米当局との共同・協調活動
の支援を行うものである。

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

187

平成２６年度フィリピンに
おける訪日旅行促進事
業、現地での情報発信・
市場動向調査事業及び
Travel Madness Expo
（TME）出展事業（海外
現地オールジャパン連
携事業）

（株）ＡＡＢ
随意契約（企画
競争）

32,499,840 5月30日
フィリピンでの旅行会社やメディア等への情報発
信及び市場動向の調査を実施及びTravel
Madness Expo（TME）出展事業の実施

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-525)

188

コンテナクレーンの耐震
化技術及び維持管理技
術向上による国際競争
力強化の研究開発

（一社）港湾荷役機械シ
ステム協会

随意契約（企画
競争）

31,989,600 5月30日
港湾コンテナクレーンの効率的・効果的な免震機
構の開発及び鋼板内部腐食を検知するための
非破壊検査装置の開発を実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625

189
航空機の到着システム
に関する研究

（独）電子航法研究所
随意契約（企画
競争）

31,980,060 5月30日

燃料の節約、飛行時間の短縮、交通容量の増
大等の便益を生み出すため、現状の航空交通
等を分析し、スケジュールに準拠した運行効率
性の高い降下軌道を実現させる新しい到着管理
システムの開発を実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625

190
平成２６年度　余戸南
第１高架橋（下り）設計
検討業務

（株）長大 随意契約（公募） 29,311,200 5月30日 １．部分係数設計法に基づく橋梁試設計

四国地方整備局
四国技術事務所
施工調査・技術活用課
技術活用係
tel：087-845-3135

191
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

（独）港湾空港技術研
究所

随意契約（企画
競争）

18,007,920 5月30日

資源の掘削・採取から船上への揚収、輸送、残
渣処分までの海洋鉱物資源開発の一連のプロセ
スにおける技術的な課題を抽出し、適用・応用可
能な既存技術の選定するともに当該技術の高度
化を図るための技術開発を実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625
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192
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

（独）宇宙航空研究開
発機構

随意契約（企画
競争）

15,983,266 5月30日

乱気流を事前に検知することにより安全性の向
上を図るため、レーザー光を活用して航空機の
機上から乱気流を検知できるシステムの開発を
実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625

193
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

（独）海上技術安全研
究所

随意契約（企画
競争）

15,000,000 5月30日

離島交通の確保・維持を図るため、自動車と船
舶を連携させて、旅客の利便性、輸送の効率性
を向上させた新たな交通手段の研究開発を実
施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625

194

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）

13,979,277 5月30日

道路での騒音に関して、複数存在する騒音要因
の騒音全体への寄与度を評価することによって、
大きな騒音を発生する車両の音源の特定を可
能とするシステムの開発を実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8１１１
内線25625

195

平成２６年度水資源分
野における気候変動へ
の適応策に関する調査
検討業務

国土技術研究センター・
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）

12,636,000 5月30日
平成２６年度水資源分野における気候変動への
適応策に関する調査検討を行う。

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

196

大臣認定に係る事務処
理の効率化・迅速化に
資するシステムの検討
等に関する調査

（一社）建築性能基準
推進協会

随意契約（企画
競争）

11,610,000 5月30日

大臣認定に係る事務処理の効率化・迅速化等を
図るため、大臣認定に係る情報を一元的に管理
し、随時必要なデータを抽出するためのシステム
の検討等を行うとともに、大臣認定に係る書類の
電子化を行うことを目的とする

住宅局建築指導課
防火認定係・構造設備
認定係
内線39-533

197
平成２６年度水資源に
関わる中長期計画策定
に向けた調査検討業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

9,968,400 5月30日
平成２６年度水資源に関わる中長期計画策定に
向けた調査検討を行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
０３－５２５３－８１１１
（内線３１２３５）

198

超小型モビリティの安
全・快適な移動を支援
するＩＴＳ技術に関する研
究

（国）京都大学 随意契約（公募） 9,957,600 5月30日

人間工学・心理学等の学術的知見を踏まえ、超
小型モビリティ混在時における利用者の安全・心
理面への影響について研究するとともに、超小型
モビリティの安全・快適な移動を支援するITS技
術について研究するものである。

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

199

都市圏交通調査・分
析・予測手法の先導的
プラットフォームの構築
と実装

（国）熊本大学 随意契約（公募） 9,000,000 5月30日

平成26年度は、平成24、25年度の熊本都市圏
PT調査と同時に実施したスマホ型調査結果の精
査・分析を行うとともに、中規模のサンプル数を
対象としてスマホ型調査を実施し、スマホ型調査
の可能性と限界を整理した。

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

200

平成２６年度ロシアの都
市環境分野における我
が国企業等のプレゼン
ス強化業務

（独）都市再生機構
随意契約（企画
競争）

5,994,000 6月2日

同国の都市環境問題改善に資する技術等を有
する日本企業等の掘起こし及び取りまとめを行
う。

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
03-5253-8316

201
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

協同広告（株）
随意契約（少額
随契）

907,200 6月2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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202
備讃瀬戸航路（－１９
ｍ）埋没検討等業務

（独）港湾空港技術研
究所

随意契約（公募） 8,413,200 6月3日

備讃瀬戸航路(-19m)で発生しているサンド
ウェーブ現象について、サンドウエーブの発生と発
達現象について、粒子の移動状況を水路模型実
験等により把握し、サンドウェーブの発達過程を
計算するための現象予測モデルを開発するも

四国地方整備局高松
港湾空港技術調査事
務所総務課総務係
tel：087-811-5660

203

二本松市（安達・岩代
地域）における生活交通
の運行等に対するモニ
タリング実施業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

4,978,800 6月3日

地域内フィーダー系統の協議会補助制度を活用
する協議会において、地域の生活交通のモニタリ
ングを実施し、今後のケーススタディとすることを
目的とする。

東北運輸局企画観光
部
交通企画課
tel：022-791-7507

204

平成２６年度　高速走
行に適した道路構造の
規格等に関する調査検
討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

15,120,000 6月4日

今後の道路構造基準のあり方を検討するため、
高速道路における道路構造基準、付加車線の
運用等に関して、アンケート等による道路利用者
の意識調査及びプローブデータ等を用いた利用
実態の調査等を行うとともに、道路構造基準に関
する海外事例の調査・分析等を行う

道路局企画課構造基
準第一係
tel：03-5253-8485

205
宮城県等における災害
公営住宅の供給の推進
に係る検討業務

（株）アークポイント
随意契約（企画
競争）

29,916,000 6月5日

宮城県では、約15,500戸の災害公営住宅の供
給が計画されている。用地確保が進み建設工事
が本格化している一方で、整備に時間を要してい
る地区も残っている状況を踏まえ、地方公共団
体の要望を把握しつつ、地区ごとの状況に応じた
課題解決のための支援を行うとともに、その検討
結果・効果を地方公共団体等に広く提供し、災
害公営住宅の供給を推進することを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395

206

福島県等における原発
避難者向け復興公営住
宅の早期供給を推進す
るための計画に係る検
討業務

（株）環総合設計
随意契約（企画
競争）

29,808,000 6月5日

これから本格的な整備が進められる原発避難者
向け復興公営住宅住宅について、基本計画の策
定など技術的な検討、調査に係る支援を行い、
今後の事業化の促進、的確な進行管理の実現
を図るとともに、早期供給を推進することを目的と

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395

207
福島県等における災害
公営住宅の供給の推進
に係る検討業務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

19,980,000 6月5日

福島県では、約4,100戸の災害公営住宅の供給
が計画されている。用地確保が進み建設工事が
本格化している一方で、整備に時間を要している
地区も残っている状況を踏まえ、地方公共団体
の要望を把握しつつ、地区ごとの状況に応じた課
題解決のための支援を行うとともに、その検討結
果・効果を地方公共団体等に広く提供し、災害
公営住宅の供給を推進することを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395

208
岩手県等における災害
公営住宅の供給の推進
に係る検討業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

19,548,000 6月5日

岩手県では、約6,000戸の災害公営住宅の供給
が計画されている。用地確保が進み建設工事が
本格化している一方で、整備に時間を要している
地区も残っている状況を踏まえ、地方公共団体
の要望を把握しつつ、地区ごとの状況に応じた課
題解決のための支援を行うとともに、その検討結
果・効果を地方公共団体等に広く提供し、災害
公営住宅の供給を推進することを目的とする

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395
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209

防災・環境・福祉性能
等に優れた住宅・建築
物の整備促進に関する
調査検討業務

（株）アール・アイ・エー
随意契約（企画
競争）

13,932,000 6月5日

高度経済成長期に建築された建築物が更新時
期を迎える中、街の顔となる市街地再開発事業
等について、これらの観点を踏まえ、優れた建築
物の整備やまちづくりに資する取組を促進するた
めの方策の検討に必要な調査・分析等を行うこと

住宅局市街地建築課
市街地再開発係
内線39-655

210
海外における高速道路
施策に関する調査・分
析業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,957,600 6月5日

社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道
路部会の中間答申等を踏まえ、高速道路の取
組について、高速道路ネットワークの強化・有効
活用のあり方、料金制度のあり方、幹線道路の大
規模更新費負担のあり方などについて、海外の
先進事例を収集・整理し、我が国への適用に当
たっての課題を整理・検討する

道路局高速道路課高
速係
tel：03-5253-8490

211
大都市圏における高速
道路の料金体系に関す
る調査分析業務

大都市圏における高速
道路の料金体系に関す
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）

9,936,000 6月5日
大都市圏における高速道路料金について、利用
しやすさや交通需要マネジメント等の観点での知
見を得る

道路局高速道路課都
市高速道路係
tel：03-5253-8490

212

民族共生の象徴となる
空間における文化施設
周辺の公園的土地利用
に係る基本構想等検討
業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（公募） 9,493,200 6月5日

民族共生象徴空間の文化施設周辺の公園的土
地利用に係る基本構想の作成に資する有識者
等による検討委員会の運営、基本構想策定に必
要な調査・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)

213
平成２６年度海外の住
宅保証・保険制度調査
業務

東京海上日動リスクコン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

4,493,556 6月5日

海外の住宅保証・保険の制度の詳細に関する
データの収集・整理を行い、特定住宅瑕疵担保
責任の履行の確保等に関する法律（平成19年
法律第66号）の住宅瑕疵担保責任保険の引受
けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指導監
督等に資することを目的とする

住宅局住宅生産課
住宅瑕疵担保対策室
保険係
内線39-444

214
住宅瑕疵担保履行制
度のあり方に関する検
討調査業務

（一財）住宅保証支援
機構

随意契約（企画
競争）

3,484,127 6月5日

住宅瑕疵担保履行制度のあり方の検討に必要
な課題の整理や資料の収集・分析を行い、特定
住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
律（平成19年法律第66号）の住宅瑕疵担保責
任保険の引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険
法人（以下「保険法人」という。）の指導監督等に
資することを目的とする

住宅局住宅生産課
住宅瑕疵担保対策室
指導係
内線39-446

215
平成２６年度　新しい離
島振興施策に関する
フォローアップ調査

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

12,114,360 6月6日

現在の離島振興策の点検を行う観点から基礎
資料の収集・整理を行うとともに、選定するモデ
ル地区において離島振興策の効果検証、課題
把握を行う。また、離島地域における生産・流通
にかかるコスト構造の分析を行う。

国土政策局離島振興
課
Tel:03-5253-8421
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216
建築基準に関する国際
基準整合調査

建築・住宅国際機構
随意契約（企画
競争）

8,049,974 6月6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
図ることを目的とする

住宅局建築指導課
国際係
内線39-545

217
スリットつき実大鉄筋コ
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・安藤・間・
熊谷組・佐藤工業・戸
田建設・フジタ・前田建
設工業設計共同体

随意契約（企画
競争）

15,984,000 6月9日

鉄筋コンクリート造建築物を対象に、静的漸増載
荷実験による構造スリットの使用限界状態・安全
限界状態でのひび割れ抑制効果や壁つき架構
の応力状態等データを取得し、適切な構造スリッ
ト配置による壁つき架構の耐震設計時に必要と
なる崩壊メカニズム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

218

平成２６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）

13,392,000 6月9日

　大規模災害時において基幹的陸上交通ネット
ワークが機能停止となった場合の人流への影響
の推計・分析等について検討し、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）

219

都市・地域交通における
防災・減災機能の向上
にも資するＩＴＳ技術に関
する研究

公益社団法人土木学
会

随意契約（公募） 13,284,000 6月9日

都市・地域交通の防災・減災機能等も含めた総
合的な評価手法について研究するとともに、都
市・地域交通の平常時におけるモニタリング・評
価、及び災害時における情報提供が可能なITS
技術を提案し、その有効性について実証実験等
を通じ検証を行うものである。

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
tel : 029-864-4496

220
平成２６年度新たな総
合交通体系構築に向け
た調査検討業務

（株）サンビーム
随意契約（企画
競争）

9,990,000 6月9日
　中・長期的観点から、今後の総合的な交通体
系の整備に係る施策展開等について検討し、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）

221
地域内フィーダー運行
に係る今後のあり方調
査

（株）オーエムシー 一般競争入札 1,992,600 6月9日
地域内フィーダー運行に係る基礎データの収
集、予約システムに係るデータ収集・分析及び
サービス改善に資するメニューの検証等を実施

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8987

222

近畿圏の離島航路にお
ける災害時等の運航の
あり方に関する調査業
務

（株）シティプランニング
随意契約（企画
競争）

3,423,600 6月10日

離島における水上交通及び船舶ドック時等にお
ける運航の現状を把握し、抽出した課題をふま
え、船舶ドック時や災害時等における適正な運航
に向けた具体的方策を検討。

神戸運輸監理部
総務企画部企画課
tel：078-321-3144

223
都市機能集約地域にお
ける都市交通のあり方に
関する検討調査業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 44,820,000 6月11日
都市機能集約地域の発生集中交通量の推計手
法及び、交通計画の策定手法をとりまとめ、都市
機能集約地域の都市交通のあり方について検討

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

224

民間施設も含めた公共
的空間の活用による安
全性等諸機能の確保方
策検討業務

民間施設も含めた公共
空間の活用による安全
性等諸機能の確保方策
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
サルタンツ共同提案体

随意契約（企画競争） 32,626,800 6月11日

公共的空間等と民間が所有する空間・施設とを
一体的に確保した事例の収集を行い、一体的活
用時の工夫点や課題等を分析し、公共空間と民
間所有の空間・施設との一体的活用方策につい
て検討を行うとともに、快適な歩行空間の形成の
ため、評価等の事例収集及び歩行空間に求める
機能分析を行い、歩行空間の評価手法について

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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225
都市交通調査の簡易化
に向けた携帯電話の活
用に関する検討調査

（株）三菱総合研究所 随意契約（企画競争） 26,913,600 6月11日
パーソントリップ調査の簡易化･精緻化に向けて、
携帯電話のＧＰＳ機能を活用した調査の実用化
等に向けた検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

226
平成２６年度岐阜国道
管内円滑化検討業務

大日本コンサルタント
（株）中部支社

随意契約（公募） 25,898,400 6月11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

227

大規模都市開発に伴う
交通施設の需要予測方
法に関する検討調査業
務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 19,872,000 6月11日

大規模開発に伴う交通施設の需要予測方法の
充実を図るため、調査・収集した、駐車場に関す
る各種データを、様々なカテゴリにより整理・分析
を行う。
また、公共交通関連施設へ連絡する歩道の需
要予測方法についても、既存の各種データを活

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

228
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） 19,656,000 6月11日

気候変動枠組条約第４条等に基づき国連気候
変動枠組条約（UNFCCC）事務局に毎年提出す
る、我が国の温室効果ガスの排出と吸収の目録
等において都市緑化等による温室効果ガス吸収
量等の計上にあたっての算定等を行うとともに、
京都議定書第２約束期間以降における都市緑
化等による温室効果ガス吸収量等の算定方法
等の確立に向けた検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

229

官民連携した都市交通
システムの海外展開に
向けた調査検討・支援
業務

(株)アルメックＶＰＩ 随意契約（企画競争） 18,867,600 6月11日

フィリピン、インド、スリランカなどの新興国等を対
象に、都市交通システムの官民連携による海外
展開・事業推進を目的として、PPPの事例収集や
関係者との情報共有、都市交通システム導入の
可能性の検討、現地におけるセミナー等の開催

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

230
平成26年度　総合的な
宅地の安全評価に関す
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） 17,992,800 6月11日

滑動崩落被害の発生から対策までの流れ及び
防止工事の設計、施工に関する検討、より精度
が高く実用的な第二次スクリーニング計画の作
成手法の検討、東日本大震災の宅地滑動崩落
被害を踏まえた現行の宅地造成基準の検証結
果等を踏まえた宅地防災マニュアル改訂案の作

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

231
都市機能集約地域の交
通実態に関する調査業
務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 14,904,000 6月11日

都市機能集約地域における交通実態として、基
幹的な公共交通のサービス水準等の交通実態
や、公共交通や徒歩を補完する交通手段として
導入が進んでいるシェアサイクルやカーシェア等
の先導的な交通システムの交通実態を調査し、
導入による効果や課題を整理する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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232

集約型都市構造の実現
に向けた土地利用誘導
方策に関する検討調査
業務

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画競争） 14,796,000 6月11日

人口減少・超高齢化の進展等により集約型都市
構造の実現が必要とされている。上記を踏まえ、
本調査では土地利用制度や開発許可制度の運
用実態把握・課題検討等を行うとともに、経済的
要因の変動に起因する人口動態等について調
査・分析し、集約型都市構造の実現に向けた土
地利用誘導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)

233

新たな都市基盤の整
備・管理手法及び海外
への情報発信方策に係
る検討調査

新たな都市基盤の整
備・管理手法及び海外
への情報発信方策に係
る検討調査共同提案体

随意契約（企画競争） 13,932,000 6月11日

我が国の優れた都市基盤や都市基盤技術等を
海外に発信することにより、海外からの投資を誘
発し我が国の都市の国際競争力の強化を図るた
め、それらを把握・整理し、新たな都市基盤の整
備・管理手法のあり方に係る検討を行うとともに、
これらの海外への情報発信方策の検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

234

補助金に依存しない自
立的・継続的な公民連
携まちづくり活動の更な
る展開を図るための基

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画競争） 11,988,000 6月11日

補助金に依存しない自立的・継続的な公民連携
まちづくりの基礎調査を行うとともに、特に賑わい・
活気を創出するプレイスメイキングに関する先進
事例調査を行い、実践可能な方策をとりまとめ

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

235

特定都市再生緊急整
備地域等における都市
開発事業の事業収支等
の時系列分析に係る調
査

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画競争） 11,977,200 6月11日

特定都市再生緊急整備地域等における都市開
発事業に係る経済指標等の基礎データの収集・
整理、当該都市開発事業に関する事業収支の
推計・時系列分析、当該都市開発事業の理論
価格と実勢価格との差分析等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

236

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
に向けた調査

野村証券（株） 随意契約（企画競争） 9,990,000 6月11日

民間都市開発の市場動向の把握及びプロジェク
ト立上げにおける資金調達上の課題・解決方策
の調査・検討を行うとともに、地域金融機関と自
治体等が課題を共有・協議してまちづくりを進め
る連携基盤の構築・運用を図る。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

237
地方公共団体における
都市の生物多様性確保
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） 9,986,328 6月11日

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に
おいて採択された「新戦略計画・愛知目標」及び
決議X/22「準国家政府、都市及びその他地方
自治体の行動計画」等を踏まえ、平成25年度に
策定・公表した「都市の生物多様性指標（素
案）」について、昨年度に実施した指標算定に係
るケーススタディにおいて明らかになった指標の
課題解決のために必要な検討を行った上で、指
標を改良するとともに、指標の具体的な活用方
策及び国内外への情報発信等について検討す

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

238
健康・医療・福祉のまち
づくりの推進に関する検
討業務

（公財）都市づくりパブ
リックデザインセンター

随意契約（企画競争） 9,849,600 6月11日

高齢化社会において健康・医療・福祉政策と都
市政策との連携による健康・医療・福祉のまちづ
くりの推進に向けて、地方公共団体の先進的な
取組やその効果等について整理分析を行い、ま
ちづくりにおける推進方策の検討等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

239
公害の防止に関する調
査研究

（独）海上技術安全研
究所

随意契約（競争
性なし）

9,624,900 6月11日
船舶観測による広域サンゴモニタリングに関する
研究について調査を行い、その結果をまとめた報

海事局海洋・環境政策
課
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240
屋上緑化等の施工管理
に関する調査

（株）エイト日本技術開
発　東京支社

随意契約（企画競争） 8,996,400 6月11日

ヒートアイランド現象の緩和や良好な都市景観形
成に資する効果が期待される屋上緑化や壁面
緑化に関して、施工実績等を把握し傾向を把握
するとともに、日本の企業等が有する特殊空間
等における緑化技術の海外発信について検討を

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

241
屋上緑化・壁面緑化の
施工実績及び海外発信
に関する検討業務

（公財）都市緑化機構 随意契約（企画競争） 8,964,000 6月11日

屋上緑化及び壁面緑化等について、施工機会
が相当増加している一方で、植物の早期枯死・
枯損や漏水いったトラブルが散見されており、そ
のようなトラブルの削減や適切な対処が、屋上緑
化等の普及を進める上での課題となっていること
や、屋上の農園利用等新しい緑化技術の普及も
進めていく必要があること等を踏まえ、屋上緑化
等における計画・設計・施工・維持管理に関する
課題や取り組みの実態を把握し、屋上緑化等の
施工管理に関する手引き（仮称）の策定に向けた

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

242
官民連携による良好な
景観形成に資する今後
のあり方検討調査

（株）都市環境研究所 随意契約（企画競争） 8,856,000 6月11日

民間事業者と景観行政団体の協議・調整プロセ
スを明らかにするとともに、景観行政団体が民間
事業者に景観配慮を求める場合の課題や留意
事項、効果的な協議・調整手法の考え方を整理
し、官民連携により、良好な景観形成を推進して
いく方策や体制の構築を図ることを目的とした調

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

243
防災公園計画設計ガイ
ドライン検討調査

（公財）都市緑化機構 随意契約（企画競争） 8,640,000 6月11日

平成１１年８月に策定された「防災公園計画設計
ガイドライン」について、東日本大震災をはじめと
した、近年発生した大規模な災害における防災
公園の活用状況等を踏まえ、有識者委員会の
運営を行いながら改訂を行うことにより、今後発
生が想定されている南海トラフ地震、首都直下地
震等の大規模震災等に対応した防災公園の効
果的な整備を推進するもの。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

244
経済社会情勢の変化に
対応したみどりのあり方
に関する検討調査

（一財）日本緑化セン
ター

随意契約（企画競争） 7,992,000 6月11日

少子高齢化の進展にともない都市のコンパクト化
に向けた取組の推進が期待される中、農地や樹
林地等のみどりについても適正な管理や有効活
用の推進のため、多様な主体の参加が求められ
ているが、このような背景を踏まえつつ、「都市と
緑・農の共生」の実現に向けて、市街化区域内に
存在する農地の保全・活用方策や、地域住民と
の協働による緑化推進のあり方について検討を

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

245

都市開発事業における
景観形成コストの評価
等に関する方策検討調
査

（株）都市環境研究所 随意契約（企画競争） 6,987,600 6月11日

非住宅用途の計画・設計プロセスや景観配慮を
講じる場合のコストや手間について体系的に整理
するとともに、景観行政団体が民間都市開発事
業のコスト面や時間的制約等を含めて事業者の
意識を的確に捉えつつ景観配慮を効果的に推
進する外観デザイン誘導方策をとりまとめ、良好
な景観形成を推進することを目的とした調査。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)



平成２６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）

備考概要 部局等名契 約 金 額
契約

締結日
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

246
都市緑化の推進及び緑
地保全に関する施策の
実績分析調査

（一財）日本緑化セン
ター

随意契約（企画競争） 5,940,000 6月11日

地方公共団体における都市緑地法等に基づく制
度の運用状況について、前年度における取組み
の実績についてデータを収集・整理するとともに、
過年度データとの比較等により傾向・動向を分析
し、今後の都市の緑地の保全及び緑化の推進に
かかる施策立案等のための基礎資料として取り

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

247
都市緑化に関する普及
啓発事業の展開に関す
る検討業務

（公財）都市緑化機構 随意契約（企画競争） 4,935,600 6月11日

都市緑地の確保による生活環境改善効果の把
握として居心地の良さなどの緑化の効果に関す
る文献及び検証データの収集とともに、国内外に
おける都市緑地の確保による生活環境改善事例
の収集を行った上で、その結果を踏まえた公園
緑地に関する普及啓発事業の展開を目的とした
パンフレットの作製を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

248
平成２６年度　道路施
設現況調査システム改
修業務

東京都ビジネスサービス
（株）

一般競争入札 1,296,000 6月11日
道路施設現況調査について、調査項目の追加
等が生じたため、システムの所要の改修を行う

道路局企画課調査統
計係
tel：03-5253-8485

249
台湾旅行会社・メディア
招請事業

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画
競争）

1,022,600 6月11日

台湾からの訪日客は200万人を突破し過去最高
を記録するなど飛躍的に伸びているものの、北関
東三県は東京近郊にもかかわらず訪問率が低い
状況にあるのでアクセスの良さや利便性をPRす
ることで訴求力を高めて連携先地域の認知度向
上、誘客強化を図る。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

250

定期・定点クルーズ船
寄港による受入環境整
備と周辺観光のあり方
調査業務

（株）ライヴ環境計画
随意契約（少額
随契）

982,800 6月11日
クルーズ船寄港地における課題に対して、受入
環境を整備するために必要である対策を調査・
検討した報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

251
平成２６年度不動産価
格指数（商業用不動
産）の検討及び整備等

株式会社　三井住友ト
ラスト基礎研究所

随意契約（企画
競争）

54,000,000 6月12日
不動産価格指数（商業用不動産）の具体的な推
計方法を検討し、不動産価格指数（商業用不動
産）の試験運用体制を整備した。

土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

252

平成２６年度不動産価
格指数（住宅）の改善及
びマクロ経済モデルを用
いた分析等業務

株式会社野村総合研
究所

随意契約（企画
競争）

41,990,400 6月12日

不動産価格指数（住宅）について、推計の精度
向上に向けた検討や試験運用プロセス及び結果
の検証等を通じ、指数の作成方法と推計用プロ
グラムの改善を実施するとともに、不動産価格指
数に関連した国内外の動向に関する情報収集を

土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

253
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）

41,655,600 6月12日

昨年度の検討成果を踏まえ、官民が保有する車
両の通行実績情報等を試行的に情報プラット
フォームに集約し、平常時から把握しておくべき
情報について情報プラットフォームへの集約方法
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、ITSスポットで収集したプ
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を行い、
情報のオープン化の具体化を図る

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
tel：03-5253-8484
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254
平成２６年度インフラプ
ロジェクト海外展開戦略
等検討業務

（一社）国際建設技術
協会

随意契約（企画
競争）

35,208,000 6月12日

社会資本の整備に関連するインフラ分野におけ
る本邦企業の海外展開を促進する観点から、当
該分野における新たなプロジェクトの獲得及び製
品・工法の海外展開を進めるために有効な施策

総合政策局海外プロ
ジェクト推進課
国際協力第二係
tel:03-5253-8315

255
大型車両の円滑な通行
のための道路施策に関
する調査検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

17,841,600 6月12日
特殊車両の通行許可手続の円滑化に資する措
置の参考となる情報などを収集する

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

256

広域道路ネットワークの
耐災害信頼性から観た
リンクの脆弱度及び改良
優先度の実用的評価手
法の開発と適用性評価

(国）東京大学 随意契約（公募） 16,000,000 6月12日

社会資本整備において実用的な道路ネットワー
クの信頼性評価手法に着目し、広域道路ネット
ワークの耐災害信頼性の観点から、リンクの脆弱
度及び改良優先度の評価手法の開発を行うも
の。

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

257

「多世代循環型社会」を
実現する新たな住生活
関連サービス等のあり方
検討調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

14,979,600 6月12日

「多世代循環型住まい・コミュニティづくり、及びそ
れを実現する住生活サービスのあり方」を検討す
る上で必要となるデータ・情報の収集・整理を行
い、その結果を整理・提供するとともに、議論・検
討結果等のとりまとめを行い、その成果について
国民にわかりやすい情報提供を行うことを目的と

住宅局住宅政策課
住生活サービス産業振
興係
内線39-219

258
道路プローブ情報の収
集精度改善等に関する
検討業務

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

14,817,600 6月12日

道路プローブ情報の道路施策への活用が期待さ
れていることから、車載器及び路側機の課題とそ
の対応策を検討することにより、通信の信頼性向
上やデータ自体の不具合改善など、道路プロー
ブ情報の収集精度やデータの質の改善を図る

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
tel：03-5253-8484

259
大規模災害対策検討
業務

（株）建設技術研究所 随意契約（公募） 13,578,800 6月12日
大規模地震及び津波災害等について、初動対
応に必要な要員・資機材の配置計画及びTEC-
FORCE等活動計画の作成を行った。

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

260
人工地形、自然地形及
び土地利用履歴分類調
査業務(四国地区)

国際航業（株） 一般競争入札 7,506,000 6月12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

261
台湾・香港・韓国・タイ・
シンガポールの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）

3,740,000 6月12日

平成27年2月公表予定ビザの免除措置によりさ
らなる個人旅行客の増加が見込まれる台湾・香
港・韓国・タイ・シンガポールを対象として成田・
羽田空港を利用する訪日観光客を想定し、パン
フレットの制作並びに観光用フリーペーパーの活
用等を通じて、空港周辺旅行に関する情報発信

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273
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262
Ｈ２６スマートウェイ情報
提供等に関する評価検
討業務

（株）三菱総合研究所 随意契約（公募） 32,022,000 6月13日

本業務は高速道路、道の駅等に設置した全国約
１ ，６００カ所のITS
スポットのうち、関東地区約４３ ０ カ所のITSス
ポットより収集されるプローブ情報について、柏地
域他をケーススタディとし、活用方策の検討を行
うものである。また、専用車載器を設置した車両
利用者の意見聴取を行い、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とともに、改善を実施した
サービスの改善効果検証を行うものである。

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

263
平成２６年度半島振興
対策地域現況分析調
査業務

（株）シンクタンクみらい
随意契約（企画
競争）

11,982,600 6月13日

平成２６年度末に半島振興法の法期限を迎える
ことを踏まえて、半島振興対策の進捗状況や各
地域の現況について、統計データの収集・分析に
加えて地域における具体的な取組も含めて把握
するために実施するものである。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

264

平成２６年度 都市・地
域の再編を通じた持続
可能な国土基盤ストック
マネジメントに係る調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,000,000 6月13日

国土基盤ストックの量的マネジメント及び空間的
マネジメントの技術的手法を調査することにより、
効果的・効率的な国土基盤ストックのマネジメント
に資するための検討を実施した。

国土政策局総合計画
課
国土基盤班
tel:03-5253-8111

265
平成２６年度　諸外国の
不動産市場に関する情
報の収集・提供業務

一般社団法人　日米不
動産協力機構

随意契約（企画
競争）

5,076,000 6月13日
世界の不動産市場において日本企業の参入が
見込まれる国・地域、有望分野等の調査を行っ
た。

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

266

「昇龍道日本銘酒街道
推進会議」に係る調査・
プロモーション事業に係
る請負契約

近畿日本ツーリスト（株）
名古屋法人イベント・コ
ンベンション支店

随意契約（企画
競争）

2,429,858 6月13日
酒蔵観光の実態と「酒蔵ツーリズム」推進に向け
た方向性についての調査報告書

中部運輸局企画観光
部
観光地域振興課
tel:052-952-8009

267

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

日本ユニシス株式会社
随意契約（企画
競争）

87,480,000 6月16日
不動産総合データベースのプロトタイプシステム
整備に関する検討内容や運用設計書に関する
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）

268

平成２６年度「小さな拠
点」形成を核とした「ふる
さと集落生活圏」の形成
推進に関する調査

（株）シンクタンクみらい
随意契約（企画
競争）

73,947,600 6月16日

集落地域における「小さな拠点」づくりに向けた合
意形成・プランづくりにおける課題や解決手法等
について把握・分析を行うため、モニター調査を
実施し、集落地域での取組拡大を図るための方
策について検討を行った。

国土政策局総合計画
課
地域・移転班
tel:03-5253-8111
（内線29-318）

269

道路橋の構造信頼性・
システム信頼性解析及
び荷重抵抗係数試算業
務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

24,840,000 6月16日

本業務では、これらの検討に必要な基礎資料を
得るため、部分係数設計法による試設計結果の
分析、特殊な橋梁形式を対象とした試設計及び
信頼性に係る試算、システム信頼性に係る試
算、補修補強に係る部分係数及び信頼性に係る

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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270
有限要素解析手法を用
いたコンクリート橋の設
計法に関する解析業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

19,710,000 6月16日

本業務では、これらの検討に必要な基礎資料を
得るため、既往のコンクリート橋の照査項目等の
整理及び有限要素解析を用いたコンクリート橋の
照査を行う。

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

271

高度な構造解析手法を
用いた鋼橋の安全性及
び耐久性照査法合理化
に関する数値解析業務

JV:ワイ・シー・イー・横河
技術情報設計共同体

随意契約（企画
競争）

14,796,000 6月16日

本業務では、これらの検討に必要な基礎資料を
得るため、有限要素解析を用いた鋼道路橋の試
設計及び二次応力の制限法に関する検討に必
要な試算を行う。

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

272
平成２６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）

11,790,360 6月16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、雪冷熱エネルギー活用の促進
に向け、自治体等にアンケート等を実施し、活用
する上での課題や支援が必要な内容を取りまと
め、分析し、国が実施すべき対策について検討を

国土政策局
地方振興課 豪雪地帯
担当
tel：03-5253-8404

273
平成２６年度　地域づく
り活動支援体制の連携
促進に関する検討調査

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

10,886,400 6月16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
間の交流・連携を促進するための全国ネットワー
クの構築に向けた検討及びその試行、各体制が
行う支援活動成果の分析・取りまとめ等を行う。

国土政策局
地方振興課 コミュニ
ティ班
tel：03-5253-8404

274
当別町における生活交
通の運行等に対するモ
ニタリング実施業務

（一社）北海道開発技
術センター

随意契約（企画
競争）

3,985,200 6月16日
当別町において実施した、生活交通の運行等に
対するモニタリングの調査・報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

275
東京湾の水辺と産業観
光を巡る新たな魅力発
見・誘客事業

（株）京急アドエンタープ
ライズ

随意契約（企画
競争）

3,072,000 6月16日

京浜臨海地域には、日本の伝統的なものづくり技
術や産業技術、体験型観光、更には豊富な水辺
の観光資源が集積されており、これらはインバウ
ンドに対する新たな観光資源として期待できる。こ
れらを活用し、同エリアの知られざる観光資源を
PRすることで新たな旅行商品の造成とメディア露
出による誘客を強化する。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

276

平成２６年度公共工事
における環境物品の調
達に関する調査・整理
業務

（一財）先端建設技術セ
ンター

随意契約（企画
競争）

8,345,000 6月17日

土木分野における提案品目に関する評価、特定
調達品目の判断基準の強化、見直し等を行うた
めのの基礎資料とするため、提案品目の整理及
び評価結果一覧表の作成、特定調達品目のガ
イドライン改定に資する基礎資料の整理、グリー
ン購入法の公共工事の技術評価基準（案）の見
直しに必要な基礎資料の整理、特定調達品目の
調達時における課題の整理等を行った。

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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277
下水道バイオマスからの
電力創造システムに関
する技術実証研究

和歌山市・日本下水道
事業団・京都大学・
（株）西原環境・（株）タ
クマ
共同研究体

随意契約（公募） 40,759,200 6月18日

下水道バイオマスからの電力創造システムによ
るコスト縮減効果や省エネルギー効果について、
連続運転データの取得、上記効果に関する検討
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

278
土地履歴調査実施管
理業務

（株）パスコ 一般競争入札 15,120,000 6月18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・
運営するとともに、土地履歴調査の各業務調査
成果の取りまとめを実施。

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

279
土地価格比準表の見直
し検討業務（その２）

一般財団法人　日本不
動産研究所

随意契約（企画
競争）

9,385,200 6月18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、見直しに向けた調
査の実施、現行の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

280
災害履歴調査業務(中
国・四国地区)

昇寿チャート（株） 一般競争入札 4,752,000 6月18日
土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施し、
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

281
平成２６年度　交通機
関共通の将来交通需要
推計手法検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

18,997,200 6月19日

事業評価に係る将来交通需要推計について、道
路・港湾・空港・鉄道の各交通機関の総合モデ
ルを、最新の統計データを用いて構築し、また、
事業評価に係る手法等の改善のための調査、
データ整理・分析・資料作成を目的とするもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22326)

282
事業の特性等に応じた
多様な入札契約方式に
関する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

14,500,000 6月19日

多様な入札契約方式の実施状況を把握するとと
もに、新たな入札契約方式も含めた事業の特性
等に応じた多様な入札契約方式の適用方針に
ついて整理を行った。

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

283
平成２６年度幹線旅客
流動の把握に関する高
度化検討調査

幹線旅客流動の把握に
関する高度化検討調査
運輸政策研究機構・三
菱総合研究所共同提

随意契約（企画
競争）

13,950,000 6月19日

全国幹線旅客純流動調査に関して幹事会・委員
会等により顕在化した課題について改善策を検
討し、平成２７年度に実施を予定している第６回
調査の全体実施計画書へ反映するとともに、情
報通信技術の活用方法を検討し、報告書をとり

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）

284
平成２６年度総合的な
交通体系の定量的評価
に関する検討業務

（株）ライテック
随意契約（企画
競争）

8,996,400 6月19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）

285
東北圏広域地方計画
フォローアップ業務

（株）福山コンサルタント
一般競争入札
（総合評価方式）

7,776,000 6月19日
東北圏広域地方計画の推進に向けて、計画の
フォローアップに関する検討等を行うものである。

東北地方整備局企画
部企画課地方計画係
tel：022-225-2171
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286
平成２６年度　地震津
波対策推進検討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ　中部支店

随意契約（公募） 48,297,600 6月20日

「東海・東南海・南海地震対策中部戦略会議」で
策定された「中部圏地震防災基本戦略」に対す
る進捗状況を整理し、検討を実施し、具体的な
方針・方策、地震・津波に関する技術資料等を

中部地方整備局
中部技術事務所
地震対策技術課
tel：052-723-5714

287
諸外国における防災に
係る課題・ニーズを踏ま
えた防災協力検討業務

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）

28,998,000 6月20日
諸外国における防災に係る課題・ニーズを踏まえ
た防災協力検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

288

平成２６年度　IT等を活
用した社会資本のモニ
タリング技術の活用方策
に係る検討業務

(株)建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

15,984,000 6月20日
維持管理技術の１つであるモニタリング技術に関
する検討を円滑に進める際に必要となる調査・情
報収集・整理を目的とするもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22347)

289
平成２６年度　新技術
活用システム普及推進
検討業務

（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20日

平成26年度に実施した新技術活用システム
（NETIS）改正に伴う情報収集・分析及び資料の
作成支援、並びに国土交通省以外の行政機関
及び他団体などにおける新技術情報の情報共有
の在り方等について提案を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22348)

290
河川技術に係わる知見
の蓄積・共有に関する
検討業務

公益社団法人日本河
川協会

随意契約（企画
競争）

14,731,200 6月20日
河川技術に係わる知見の蓄積・共有に関する検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

291
諸外国における防災に
係る課題・ニーズを踏ま
えた防災協力検討業務

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）

14,499,000 6月20日
諸外国における防災に係る課題・ニーズを踏まえ
た防災協力検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

292
諸外国における防災に
係る課題・ニーズを踏ま
えた防災協力検討業務

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）

14,499,000 6月20日
諸外国における防災に係る課題・ニーズを踏まえ
た防災協力検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

293

平成26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）野村総合研究所 一般競争入札 7,473,546 6月20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諸国等への展開等に向け
た協議に備え、物流情報のネットワーク化に関す
る日本の荷主・物流事業者のニーズ、ASEAN諸
国等における物流情報の取扱・利用状況等につ

総合政策局　国際物流
課
03-5253-8800

294
河川技術に係わる知見
の蓄積・共有に関する
検討業務

公益社団法人日本河
川協会

随意契約（企画
競争）

7,365,600 6月20日
河川技術に係わる知見の蓄積・共有に関する検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

295
河川技術に係わる知見
の蓄積・共有に関する
検討業務

公益社団法人日本河
川協会

随意契約（企画
競争）

7,365,600 6月20日
河川技術に係わる知見の蓄積・共有に関する検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

296
経路情報収集装置の展
開方策等検討業務

経路情報収集装置の展
開方策等検討業務共
同提案体

随意契約（企画
競争）

34,992,000 6月23日

経路情報収集装置の基礎資料を整理し、活用を
見据えたプローブ情報を分析した上で、今後の経
路情報収集装置の展開方策を検討することで、
安定的にプローブ情報の収集を図る

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
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297
特殊車両の通行許可に
係る適正化検討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

21,816,000 6月23日
特殊車両の通行許可における審査方法の簡略
化やオンライン申請方法など通行許可の適正
化・迅速化に向けたあり方について調査検討を行

道路局道路交通管理
課車両通行対策室技
術係

298
ＩＴＳスポットサービスの
拡充等検討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

19,850,400 6月23日

ITSスポットサービスの基礎資料を整理し、地域
特性や道路特性等を踏まえて高速道路及び一
般道路のITSスポットサービスの拡充を検討し、道
路プローブ情報の利活用等を検討することで、
ITSスポットサービスの拡充を図る

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
tel：03-5253-8484

299
既設ダムの有効活用に
よる施設機能向上の検
討業務

（一財）ダム技術セン
ター

随意契約（企画
競争）

14,688,000 6月23日
既設ダムの有効活用による施設機能向上の検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

300
軌道事故調査及び今後
の軌道計画における許
認可の審査方針検討

（公社）日本交通計画
協会

随意契約（企画
競争）

11,869,200 6月23日

軌道に関する許認可や保安監査において、軌道
事業者に対し事故防止の観点から適切な安全
指導を行うため、路面電車と人や自動車等との
事故の情報を収集し類型化等を行うことにより、
危険性の高い状況等を整理する。
また、LRT等の導入・延伸に向けた検討が各地で
行われていることから、今後想定される許認可申
請における効率的かつ的確な審査に資すること
を目的に、各地で検討中の軌道計画について許
認可上の課題を抽出して対応方針を整理する

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

301
大型車両の道路適正利
用にかかる調査検討業
務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

9,190,800 6月23日

全国の直轄国道に設置されている車両重量自
動計測装置の計測データ及び申請許可データな
どから違反の実態と傾向を把握するとともに、そ
れをもとに今後取り締まるにあたって考慮すべき
ポイントを整理し、どのように対処すべきかの方策

道路局道路交通管理
課調整係
tel：03-5253-8483

302
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） 988,000,000 6月24日

標準的な下水処理と比較して大幅な省エネル
ギーを達成できる無曝気循環式水処理技術の
実証施設を高知市に設置し、同法による日処理
水量5000m3で下水処理実験を行い、所期の基
本性能を確認した。

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

303

シェールガスの海上輸
送体制確立に向けた新
形式LNG運搬船の設計
強度に係る評価手法の

（株）日本海洋科学、川
崎重工業（株）、（一財）
日本海事協会

随意契約（企画
競争）

277,485,340 6月24日
新形式LNG運搬船の設計強度に係る安全性評
価に必要となる手法を調査し、その結果をまとめ
た報告書

海事局船舶産業課
ｔｅｌ：03-5253-8634

304

脱水・燃焼・発電を全体
最適化した革新的下水
汚泥エネルギー転換シ
ステムの技術実証研究

メタウォーター・池田市
共同研究体

随意契約（公募） 41,288,400 6月24日

下水汚泥燃焼熱からの発電に、自律型低含水
脱水技術、低空気比省エネ燃焼技術、高効率
排熱発電技術をシステムとして適用させることに
よるコスト縮減効果、省エネルギー効果、地球温
暖化ガス排出量削減効果等について、年間を通
じた運転データの取得、上記効果に関する検討

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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305
ＩＴＳスポットを活用した
走行経路確認に関する
検討業務

ＩＴＳスポットを活用した
走行経路確認に関する
検討業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

39,906,000 6月24日

新たな高速道路の交通管理、料金施策等の検
討のため、自動車の走行経路を確認できるシス
テムの構築が必要であり、ＩＴＳスポットを活用した
走行経路確認が可能であるか検討を行う

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

306

車載カメラ画像による事
象検知技術の性能評価
試験方法に関する調査
業務

（株）交通総合研究所
随意契約（企画
競争）

34,678,800 6月24日
性能評価試験用画像の試作、性能評価試験方
法案の作成、性能評価試験の試行、性能評価
試験の利用方法の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

307

舗装性状調査を活用し
た道路構造物の変状把
握可能性に関する調査
業務

JV:オリエンタルコンサル
タンツ・ニチレキ設計共
同体

随意契約（企画
競争）

29,700,000 6月24日

本業務では、おおむね3年に1度実施されている
路面性状調査の画像データを用いて舗装ひびわ
れ性状を整理するとともに、舗装ひびわれと舗装
下の道路構造物等の損傷等との関連性について

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

308

ＩＴＳスポットなどを活用し
た特殊車両通行許可制
度の導入に向けた検討
業務

ＩＴＳスポットなどを活用し
た特殊車両通行許可制
度の導入に向けた検討
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）

19,764,000 6月24日
ITSスポットなどを活用した許可制度の導入に向
け、課題を整理・分析し、制度設計等を行う

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

309

平成２６年度防災・減災
等に資する国土数値情
報の整備手法に関する
調査業務

アジア航測（株） 一般競争入札 19,224,000 6月24日

次年度以降に整備予定の国土数値情報（地下
空間、密集市街地、局所的大雨等の気象現象、
河川管理施設、低位置帯）データの原典資料及
び属性項目の検討を行い、効率的に作業を進め
るための作業手順書等を作成。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係
tel：03-5253-8353

310
貨物車交通のあり方に
関する調査検討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

15,994,800 6月24日

道路課金その他の貨物車交通に深く関わる施策
に関し、特定の国を対象として、制度や運用を体
系的に把握するほか、より大型の車両を効果的
に活用できるよう検討する観点から、一般的制限
値の水準などについて技術的な情報の収集を行

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

311
時間価値原単位の算出
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）

15,973,200 6月24日

貨物の時間価値原単位の算出について、我が国
におけるサプライチェーンの実情に係る情報収集
等を行いつつ、改善に向けての課題等について
整理を行う

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

312
平成２６年度　土木工
事積算に関する検討業
務

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

14,958,000 6月24日

土木工事積算基準においても、よりよい社会資
本の整備、維持管理を的確に行う等のため、より
現場実態に合った積算基準とし、工事価格の適
正化を図る等に関する基礎資料を作成すること
を目的とするもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22355)

313
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
業務日本工営・プライス
ウォーターハウスクー
パース共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,688,000 6月24日
道路事業における官民連携について、ＰＰＰ／ＰＦ
Ｉ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
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314
平成２６年度　道路附
属物等の技術基準類に
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）

9,957,600 6月24日

道路附属物等に係る技術基準類に反映すべき
事項や見直しすべき事項等を整理するとともに、
道路附属物等の効率的・効果的な維持管理手
法（メンテナンスサイクル等）の構築に向けた調

道路局環境安全課道
路交通安全対策室道
路事業分析評価係
tel：03-5253-8907

315
下水汚泥エネルギー化
技術ガイドライン改訂等
検討業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（企画
競争）

9,720,000 6月24日
下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン改訂等
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

316
四国のコンテナ貨物の
流動実績分析業務

（株）地域開発研究所
一般競争入札
（総合評価方式）

7,799,760 6月24日

年度に行われたコンテナ貨物流動調査やコンテ
ナ関連の情報収集を行うとともに、四国のコンテ
ナ貨物流動調査やコンテナ関連の収集を行うと
ともに、四国のコンテナ貨物の流動実態について
の整理・分析を行うもの。

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

317
平成２６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）

6,750,000 6月24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27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
料作成を行った。

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）

318
下水汚泥固形燃料普
及方策検討業務

日本上下水道設計
（株）

随意契約（企画
競争）

4,860,000 6月24日 下水汚泥固形燃料普及方策検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

319
平成２６年度水循環可
視化モデルの構築に向
けた検討業務

リバーフロント研究所・地
圏環境テクノロジー共同
体

随意契約（企画
競争）

20,844,000 6月25日
平成２６年度水循環可視化モデルの構築に向け
た検討を行う。

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

320
首都圏３環状道路の効
率的な運用に関する研
究開発

(国)東京大学 随意契約（公募） 10,000,000 6月25日

平成26年度は、「貨物車の経路選択特性分
析」、「首都圏の高速道路ネットワーク交通流シ
ミュレーション分析」、「首都圏環状道路整備と物
流施設等の立地影響分析」に必要なデータと
データ収集可能性、分析とモデル化の手法を検
討するとともに、これらのモデルを適用可能な交
通シミュレーションプラットフォームのプロトタイプを
構築し、これを用いた施策評価を試行した。

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

321

非破壊試験を用いたコ
ンクリート構造物の表層
品質検査システムの構
築

（国）広島大学 随意契約（公募） 9,903,600 6月25日

コンクリート構造物の耐久性を支配する表層品質
を非破壊試験の組み合わせによって定量的かつ
合理的に評価する新たな検査システムを構築す
るための検討を行う。

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

322
津波に強い道路構造物
の研究開発

（国）九州工業大学 随意契約（公募） 9,000,000 6月25日
1.東日本大震災による道路構造物の被害状況
の評価　2.東日本大震災による津波遡上状況の
評価　3.構造物の損傷再現実験

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
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323

道路橋示方書の改定を
踏まえた性能設計概念
に基づく設計照査手法
についての研究開発

（国）岐阜大学 随意契約（公募） 8,000,000 6月25日

本研究は道路橋示方書の改定に備え、部分係
数設計法の導入の効果が速やかに発揮されるよ
うに、道路橋への要求性能の多様化、建設や維
持補修のコストの縮減等に係わる設計照査手法
を廻る諸問題に具体的な手法や例題を示すこと
を目的としている。

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

324
低コスト型下水道技術
による下水道普及促進
検討業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（企画
競争）

6,998,400 6月25日
低コスト型下水道技術による下水道普及促進検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

325
離島における観光振興
策にかかる調査業務

（株）マインドシェア
随意契約（企画
競争）

2,284,200 6月25日
奄美群島の交通アクセス等の課題の抽出、観光
振興の手法や問題点の収集・分析を通じた、離
島における観光による継続的な地域活性化策の

九州運輸局企画観光
部
観光地域振興課

326
関東管内交通状況分
析検討業務

（株）建設技術研究所
東京本社

随意契約（公募） 35,013,600 6月26日

・関東地方整備局管内において、各種交通デー
タ等の基礎資料を集計・整理
・分析・検討を実施
・交通状況・地域特性の把握を実施

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

327
輸出入コンテナ貨物量
の算定に関わる調査業
務

セントラルコンサルタント
（株）

随意契約（企画
競争）

24,840,000 6月26日

港湾貨物需要予測モデルの改良検討やデータ
の更新等を行い、将来の我が国の輸出入コンテ
ナ貨物量を算定するとともに、輸出入コンテナ貨
物流動モデルの構築を行った。

国土技術政策総合研
究所
港湾システム研究室
046-844-5018(代表）

328
北海道産農水産品等の
国際展開促進手法調
査検討

（一社）寒地港湾技術
研究センター

随意契約（企画
競争）

19,656,000 6月26日
道産品の新たな輸送システムや国際展開の促
進等について検討

北海道開発局港湾空
港部港湾計画課調査
係
tel：011-709-2311

329
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）

16,524,000 6月26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

330
実験データを用いた大
型車両走行状況分析
方法に関する調査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

14,904,000 6月26日

大型車両の走行状況に関し、既往分析事例の
調査、分析目的及び分析手順の分類・整理、実
験データを用いた分析の試行、大型車両走行状
況分析時の留意点の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

331

ＬＣＭシナリオを考慮した
岸壁の合理的な設計評
価手法に関する検討調
査業務

沿岸技術研究センター・
パシフィックコンサルタン
ツ設計共同体

随意契約（企画
競争）

11,955,600 6月26日
岸壁のライフサイクルマネジメントにおけるシナリオ
を設定するための評価手法について検討を行っ
た。

国土技術政策総合研
究所
沿岸海洋新技術研究
官

332 政策評価に係る調査
三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

10,994,940 6月26日

租特特別措置等の政策評価及び規制の事前評
価（RIA）について、特定の施策を抽出してモデル
的に定量的な費用効果を分析し、また、満足度
等の意識（アンケート）調査を活用した業績指標
の改善についての調査・分析を行い、報告書をま

政策統括官付政策評
価官付
tel：03-5253-8807

333
沿岸部における気候変
動の影響及び適応の方
向性に係る検討業務

（一財）沿岸技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

9,828,000 6月26日
沿岸部における気候変動の影響について検討
し、三大湾における高潮予測計算を行い、適応
の方向性の検討を行った。

国土技術政策総合研
究所
沿岸防災研究室
046-844-5018(代表）
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334
企業ＳＣＭからみた港湾
サービス水準の評価・改
善に関する調査業務

（株）シオ政策経営研究
所

随意契約（企画
競争）

9,828,000 6月26日

近年の企業SCMの最新の実態を把握するととも
に、企業がSCMを行う上で現在の港湾サービスに
さらなる改善の必要性がないか評価を行うととも
に、その結果を踏まえ今後のSCM支援のための
港湾政策の方向付けを行った。

国土技術政策総合研
究所
港湾計画研究室
046-844-5018(代表）

335
人工地形、自然地形及
び土地利用履歴分類調
査業務(中国地区)

国際航業（株） 一般競争入札 6,426,000 6月26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

336
疲労き裂の補修技術に
関する研究開発

(国)名古屋大学 随意契約（公募） 6,000,000 6月26日

本委託研究は、疲労き裂が生じた鋼部材を簡易
かつ即時性をもって補修するため、ICR(Impact
Crack Closure Retrofit Treatment)、樹脂注入
法、溶接補修の３技術について、それぞれの効
果と適用限界を定量的に明らかにするとともに、
実施工技術を開発するものである。

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

337

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） 5,778,000 6月26日

平成２５年度に収集した貨物車のプローブデータ
の分析を行うとともに、マルチエージェントモデル
を用いた貨物車交通マネジメント施策の評価を行
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

338

平成２６年度　道路附
属物点検結果のデータ
蓄積等に関する検討業
務

（一財）日本みち研究所
随意契約（企画
競争）

4,989,600 6月26日

これまで実施された道路附属物の点検記録表か
ら、基準類の見直しや技術開発等に取り組むた
めに必要なデータ項目について、整理・蓄積等を
行う

道路局環境安全課道
路交通安全対策室道
路事業分析評価係
tel：03-5253-8907

339
下水バイオガス原料に
よる水素創エネ技術実
証研究

三菱化工機(株)・福岡
市・国立大学法人九州
大学・豊田通商(株)共
同研究体

随意契約（公募） 1,299,736,800 6月27日

下水汚泥等のエネルギー利用を全国で迅速に
展開するため、高効率で温室効果ガス及び建設
コストを大幅削減する革新的技術について、実規
模施設を運転・計測することにより、処理の安定
性やエネルギー使用量・コスト構造等について実

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

340
下水道分野の海外展開
戦略検討業務

下水道分野の海外展開
戦略検討業務三菱総
合研究所・下水道支援
センター共同提案体

随意契約（企画
競争）

29,991,600 6月27日 下水道分野の海外展開戦略検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

341
水害統計調査に関する
集計・検討等業務

（一財）河川情報セン
ター

随意契約（企画
競争）

14,904,000 6月27日 水害統計調査に関する集計・検討等を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

342
四国広域緊急時海上
輸送等検討業務

（公社）日本港湾協会
随意契約（企画
競争）

14,688,000 6月27日

平成２５年度に策定した「南海トラフ地震に対応し
た四国の広域的な海上輸送の継続計画」の実
行性を高めるため、ＰＤＣＡサイクルに基づきスパ
イラルアップを図る目的で、災害時のエネルギー
輸送の検討、航路啓開に関する訓練実施等を
踏まえて継続計画の検証を行うもの。

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

343
ビッグデータを活用した
被災・浸水状況等の把
握手法の検討業務

（一財）河川情報セン
ター

随意契約（企画
競争）

12,960,000 6月27日
ビッグデータを活用した被災・浸水状況等の把握
手法の検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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344
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）

11,880,000 6月27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素案づくり
のため、四国発着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

345
河川管理施設の長寿命
化に関する検討業務

（株）建設環境研究所
随意契約（企画
競争）

9,882,000 6月27日 河川管理施設の長寿命化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

346
新下水道ビジョン（仮
称）に関する検討業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（企画
競争）

9,828,000 6月27日 新下水道ビジョン（仮称）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

347

デジタル道路地図の整
備・更新・活用に関する
技術及びサービスの動
向調査業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,002,222 6月27日

本業務は、デジタル道路地図の整備・更新・活用
に係わる国内外のサービスや技術動向を網羅的
に調査・整理し、共同研究、研究会や当該分野
の関係者との意見交換の資料作成および会議
運営を支援する。

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

348
水害統計調査に関する
集計・検討等業務

（一財）河川情報セン
ター

随意契約（企画
競争）

7,452,000 6月27日 水害統計調査に関する集計・検討等を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

349
水害統計調査に関する
集計・検討等業務

（一財）河川情報セン
ター

随意契約（企画
競争）

7,452,000 6月27日 水害統計調査に関する集計・検討等を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

350
日本海東縁部想定地
震モデル検討業務

応用地質（株） 随意契約（公募） 5,400,000 6月27日
日本海東縁部において想定される断層モデルの
パラメータについて、津波計算により妥当性の検
討を行うものである。

北陸地方整備局河川
部地域河川課調査指
導係

351

ステップ流入式多段硝
化脱窒法のエネルギー
使用量に関する検討業
務

公益財団法人　日本下
水道新技術機構

随意契約（少額
随契）

939,600 6月27日
ステップ流入式多段硝化脱窒法の概略設計を
行い、個別設備の電力使用量を積み上げ、エネ
ルギー使用量を試算した。

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

352
平成26年空き家実態
調査実施業務

ランドブレイン（株）
随意契約（企画
競争）

37,476,000 6月30日

平成26年空き家実態調査を実施し、全国の戸
建て住宅の空き家の物的状況、利用・管理の状
況、空き家化の経緯、空き家の所有者の意識・
意向等を把握することにより、平成28年3月を目
途とする住生活基本計画（全国計画）の変更に
向けた、空き家対策の基本的方針、目標及び基
本的施策の検討並びに空き家対策に関する成
果指標、観測・実況指標、意識・意向指標の設

住宅局住宅政策課
調査係
内線39-244

353
大河川の河道掘削等に
関する多自然づくり技術
検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

36,936,000 6月30日
大河川の河道掘削等に関する多自然づくり技術
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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354
地下街の防災対策推進
に関する検討調査業務

地下街の防災対策推進
に関する検討調査業務
共同提案体

随意契約（企画競争） 32,832,000 6月30日

平成２６年４月に策定された「地下街の安心避難
対策ガイドライン」の履行を促進させるための方
策について検討するほか、ガイドラインでは示され
ていない、耐震診断や安全点検の結果、廃止の
検討が必要となる地下街の対応方策や安心避
難のための適切な情報提供のあり方を検討し、ガ
イドラインを活用した地下街の防災対策の推進に
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)

355

下水道管路における建
設と管理を一体としたＰ
ＰＰ/PFI事業に関する調
査業務

（株）日水コン・新日本
有限責任監査法人共
同提案体

随意契約（企画
競争）

29,991,600 6月30日
下水道管路における建設と管理を一体としたＰＰ
Ｐ/PFI事業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

356
大河川の河道掘削等に
関する多自然づくり技術
検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

25,000,000 6月30日
大河川の河道掘削等に関する多自然づくり技術
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

357
建設副産物実態把握の
効率的なモニタリング実
施に向けた検討業務

建設副産物実態把握の
効率的なモニタリング実
施に向けた検討業務日
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（代
表者（株）日本能率協
会総合研究所）

随意契約（企画
競争）

24,732,000 6月30日
既存システムを活用した建設副産物実態デー
タ、再生資材の利用状況やストック状況のデータ
等を用いて再生資材利用量の推計を行った。

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

358
平成２６年度　水門設
備の技術課題に関する
検討業務

（一社）ダム・堰施設技
術協会

随意契約（企画
競争）

24,300,000 6月30日

水門設備における耐震設計、津波荷重、遠方・
遠隔操作制御方式の適用に関する検討、関連
基準類の改正に伴う見直し等の現行技術基準の
改定検討を実施した。

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

359
諸外国の動向を踏まえ
た危機管理の高度化方
策検討業務

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

23,997,600 6月30日
諸外国の動向を踏まえた危機管理の高度化方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

360
平成２６年度　日本の都
市開発の海外における
発信方法の検討業務

平成２６年度　日本の都
市開発の海外における
発信方法の検討業務Ｕ
Ｒリンケージ・日本工営・
日建設計共同提案体

随意契約（企画競争） 23,986,800 6月30日

アジアの新興国等における日本の都市開発技
術・制度へのニーズを踏まえ、日本の都市開発
技術・制度を各国に向けて発信し、相手国の都
市問題の解決及び日本の都市開発関連企業が
アジア諸国に進出しやすい土壌づくりをすることを
目的としている。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

361

平成２６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）

22,572,000 6月30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

国土政策局
地方振興課 豪雪地帯
担当
tel：03-5253-8404
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362

シミュレーション測定
ツールの作成による既
成住宅市街地における
日照・採光水準の評価
に関する業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

21,967,200 6月30日

①シミュレーション測定ツールの作成による日照
時間の評価、②シミュレーション測定ツールの作
成による全天日射量に基づく外壁面照度の評
価、③日照及び採光の要求水準を確保できる敷
地条件の評価を行った。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅
性能官
tel : 029-864-3943

363
戦略的市街地整備に向
けた市街地整備の将来
像検討調査

戦略的市街地に向けた
市街地整備の将来像検
討調査　株式会社片平
エンジニアリング・株式
会社地域計画建築研
究所・公益財団法人都
市計画協会共同提案

随意契約（企画競争） 20,746,800 6月30日

これまで実施されてきた市街地整備事業（土地
区画整理事業や市街地再開発事業、その他拠
点整備事業）について、網羅的に把握、整理する
とともに、上記で述べた集約型都市構造への転
換に向けた動き等も踏まえながら、改善が必要な
市街地の定量的把握及び市街地整備の将来像
の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)

364

都市機能集約地域にお
けるBRT等導入にむけ
た交通施設のあり方に
関する調査検討業務

都市機能集約地域にお
けるBRT等導入推進共
同提案体

随意契約（企画競争） 20,736,000 6月30日
都心部などの都市機能集約地域において、BRT
をはじめ様々な交通施設等の導入促進手法等
について検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

365
流通業務団地の再整備
等促進方策検討業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 19,980,000 6月30日

現在稼働中の流通業務市街地内の流通業務団
地について、稼働状況や再整備の必要性を検証
した上で、具体的な流通業務団地を題材とし、再
整備を現位置で行う場合、各流通業務団地が抱
えている再整備に向けての課題を解消出来る現
実的な再整備手法及び再整備促進方策等を検
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)

366

道路交通問題の解決に
向けた新しい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 6月30日

経路確認用プローブ情報の活用方策の検討、道
路管理に資する道路交通関連ビックデータの活
用方策、これまでのＩＴＳの成果等の整理を行うと
ともに、今後の取り組むべきＩＴＳの検討を行う

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

367

平成２６年度　建設機
械施工における低炭素
化・低燃費化技術に関
する調査検討業務

（一社）日本建設機械
施工協会

随意契約（企画
競争）

19,656,000 6月30日
建設機械施工の省燃費施工時における燃料消
費量の削減効果について検討を行うため、試験
等を行った。

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

368

アセットマネジメント等の
下水道分野の国際標準
化に関する戦略・対応
検討業務

日本水工設計・ｱﾋﾞｰﾑｺ
ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・日本環境
認証機構・三菱総合研
究所・日本適合性認定
協会共同提案体 代表
日本水工設計（株） 代
表取締役 國本博信

随意契約（企画
競争）

18,900,000 6月30日
アセットマネジメント等の下水道分野の国際標準
化に関する戦略・対応検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

369

社会資本の戦略的な維
持管理・更新の実現に
向けた対応方策に関す
る検証・検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

17,820,000 6月30日

社会資本の戦略的な維持管理・更新の実現に
向けて、既存施設の実態把握手法及び維持管
理・更新費の将来見通しの把握手法に関する検
証・検討などを行った。

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
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370
水辺とまちにおける河川
環境のあり方等に関す
る検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

17,712,000 6月30日
水辺とまちにおける河川環境のあり方等に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

371

海外における都市開発
事業の動向及び我が国
事業者の海外展開支援
方策の調査・検討業務

(株)野村総合研究所 随意契約（企画競争） 17,000,000 6月30日

都市開発市場の世界的な傾向を踏まえた我が
国都市開発関連企業の将来の事業展開のある
べき姿について、現状と課題の分析を踏まえた
検討を行うとともに、関連して必要となる政府の
支援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)

372
海外における水関連災
害を踏まえた治水対策
検討業務

（一社）国際建設技術
協会

随意契約（企画
競争）

16,308,000 6月30日
海外における水関連災害を踏まえた治水対策検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

373
平成２６年度半島地域
活性化基盤形成に関す
る調査業務

（株）アール・ピー・アイ
随意契約（企画
競争）

15,944,391 6月30日

半島地域の活性化に向けた多様な主体による取
組及び県域を越えた複数の半島地域の活動主
体が連携・協働する取組等への支援、これら取
組の成果のとりまとめを通じて、半島地域の地域
づくり活動の多様な担い手育成に必要な知見の
抽出や、半島地域の主体間が自発的に連携・協
働していくための要点を抽出するために実施する

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

374
平成２６年度　ゴム引布
製起伏堰の技術課題に
関する検討業務

平成２６年度ゴム引布
製起伏堰の技術課題に
関する検討業務一般財
団法人国土技術研究セ
ンター・一般社団法人ダ
ム・堰施設技術協会共
同提案体（代表者（一
財）国土技術研究セン

随意契約（企画
競争）

14,997,960 6月30日

近年の故障事例を踏まえ、今後の効果的・効率
的な維持管理を進めるため、関連基準類の改正
に伴う見直し等にあたり、現行技術基準の改定の
検討を行った。

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

375
観光地における交通対
策に関する検討調査業
務

(一財)計量計画研究所 随意契約（企画競争） 14,936,400 6月30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
及効果等を整理し、観光客増加を目指す都市の
交通対策の立案手法を検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

376
都市機能立地支援事
業・都市再構築戦略事
業の事業効果検討業務

(株)ＵＲリンケージ 随意契約（企画競争） 14,936,400 6月30日

都市機能立地支援事業による効果を分析すると
ともに、今後の都市において必要とされる都市機
能等の立地促進に対する今後の支援のあり方、
あわせて社会資本整備総合交付金の創設から５
年間に実施された事業の分析等の整理とりまと
め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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377

平成26年度 大都市災
害からの早期回復に向
けた都市づくり方策検討
調査

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） 14,925,600 6月30日

東日本大震災における課題・教訓を踏まえつつ、
首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模災
害により大都市地域が被災した場合に、早期回
復を果たすための計画・調査手法に関する検討
を行う。また、大規模災害時に不足することが想
定される避難施設や防災機能について、民間施
設の活用や民間都市開発の誘導により確保する
手法に係る検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

378
鉄道沿線まちづくりの推
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） 14,904,000 6月30日

今後、社会情勢の変化に適応した形で沿線地域
住民の移動手段を確保し、都市の持続性を高め
るには、既存の鉄道インフラを活用したまちづくり
について、沿線を一つの都市圏とする沿線地方
公共団体と鉄道事業者が連携する新たな視点
での取組み（沿線まちづくり）が必要である。本調
査においては、沿線まちづくりを推進するために
必要な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)

379
阪神港における集貨促
進のための物流ネット
ワーク強化方策検討業

（公社）日本港湾協会 随意契約（公募） 14,796,000 6月30日
阪神港における背後圏のネットワークの現状を評
価し、阪神港への集貨をさらに進めるために必要
な物流ネットワークの強化方策を検討。

近畿地方整備局港湾
空港部港湾計画課調
査係

380
河川管理施設の維持管
理・点検基準検討業務

河川管理施設の維持管
理・点検基準検討業務
河川財団・建設技術研
究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,796,000 6月30日 河川管理施設の維持管理・点検基準検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

381
道路管理者による効率
的な情報提供に関する
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）

14,472,000 6月30日

道路交通情報提供に関する最新動向を踏まえ、
道路管理者による情報提供の在り方を検討し、
併せて既存システムの統廃合等を含めた最適な
システム構成案を検討することで、道路管理者
による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
tel：03-5253-8484

382

国際競争力強化にむけ
た地域特性をふまえたリ
ニア中央新幹線駅周辺
整備に関する検討業務

国際競争力強化にむけ
た地域特性をふまえたリ
ニア中央新幹線駅周辺
整備に関する検討業務
共同提案体

随意契約（企画競争） 13,500,000 6月30日

将来のリニア中央新幹線の開業を見据え、各地
域の玄関口としてふさわしい魅力のある空間を創
造するため、地域特性をふまえた駅周辺整備の
あり方について検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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383
災害時の事業継続を踏
まえたエネルギーの面
的利用検討業務

(株)日建設計総合研究
所

随意契約（企画競争） 13,500,000 6月30日

この機を逸することなく経済的かつ早期に、高度
な防災・環境街区形成の実現を図るため、都市
開発の構想が集中しているエリアにおいて、エネ
ルギーの面的利用により防災面及び環境面に優
れた街区が連担する長期的なあるべき姿とその
実現に向けた課題の検討を行うとともに、当該エ
リアからエネルギーの面的利用の導入が可能な
地区を選定し、ケーススタディを行い、事業方策
の検討を行うことを目的とする。
加えて、こうしたエネルギーの面的利用導入の促
進を図るため、実務者に向けた情報提供等を行
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)

384
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）

12,992,400 6月30日

住宅・土地統計調査の結果をはじめとする各種
統計データ等を活用し、住生活の実態等の整
理・分析、施策の目標達成度の評価・分析、次
期計画の成果指標等の検討等を行うことにより、
平成28年3月を目途とする全国計画の改定及び
その後の都道府県計画の改定支援に向けた基
礎的資料を得ることを目的とする

住宅局住宅政策課
調査係
内線39-244

385
道路事業における官民
連携スキームに係る調
査・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）

12,668,400 6月30日

我が国における道路事業の官民連携施策の検
討・実施に資するため、諸外国における道路事業
の官民連携施策（PFI、コンセッション等）の課題
やスキーム等を調査し、それらを基に道路事業
の官民連携の標準スキーム等を検討する

道路局総務課道路政
策企画室計画係
tel：03-5253-8476

386
河川管理施設ＤＢプラッ
トフォーム（ＤＢの利用・
活用）検討業務

河川管理施設ＤＢプラッ
トフォーム検討業務河
川財団・日本工営・八
千代エンジニヤリング・
国際航業共同提案体

随意契約（企画
競争）

12,528,000 6月30日
河川管理施設ＤＢプラットフォーム（ＤＢの利用・
活用）検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

387
諸外国の動向を踏まえ
た危機管理の高度化方
策検討業務

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

12,397,600 6月30日
諸外国の動向を踏まえた危機管理の高度化方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

388
大規模地震発生時にお
ける帰宅困難者対策の
推進方策検討調査

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 11,988,000 6月30日

帰宅困難者対策が必要な地域を把握するため
の基礎データの収集・分析を行うとともに、当該
地域における帰宅困難者対策の取組状況の把
握及び課題の抽出を行い、課題の解決方策及
び取組の推進方策の検討等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

389

平成２６年度　サイエン
スシティの取組に関する
効果的な海外情報発信
方策のあり方に関する
調査検討業務

(株)価値総合研究所 随意契約（企画競争） 11,955,600 6月30日

国内外サイエンスシティの情報発信の現状、どの
ような技術に対する海外ニーズがあるのか等を
調査・分析し、関西文化学術研究都市をはじめと
するサイエンスシティにおける環境共生型都市開
発の取組の効果的な情報発信のあり方等を調査
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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390
大河川の河道掘削等に
関する多自然づくり技術
検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

11,936,000 6月30日
大河川の河道掘削等に関する多自然づくり技術
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

391

連続立体交差事業と一
体的に実施する駅周辺
整備のあり方に関する
検討業務

連続立体交差事業と一
体的に実施する駅周辺
整備のあり方に関する
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・パシフィック
コンサルタンツ株式会社
共同提案体

随意契約（企画競争） 11,880,000 6月30日

連続立体交差事業と一体的に実施する駅周辺
整備に関して、駅舎等の外観整備並びに新たに
創出される高架下空間及び地上空間の利活用
方策のあり方等について検討する。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

392
諸外国の動向を踏まえ
た危機管理の高度化方
策検討業務

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

11,600,000 6月30日
諸外国の動向を踏まえた危機管理の高度化方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

393

高齢化を踏まえた大都
市圏縁辺部における都
市機能の適切な配置の
あり方に関する調査検
討業務

高齢化を踏まえた大都
市圏縁辺部における都
市機能の適切な配置の
あり方に関する調査検
討業務公益財団法人
都市づくりパブリックデザ
インセンター・株式会社
国際開発コンサルタンツ
共同提案体

随意契約（企画競争） 11,566,800 6月30日

大都市圏縁辺部の人口動態、都市基盤・交通
施設の状況及びコンビニ等の生活拠点施設の立
地状況と関係性の整理を行い、生活拠点施設
関連業種が受け持つ都市機能の分析と課題を
抽出した上で、大都市圏縁辺部における都市機
能の提供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)

394
ビッグデータを活用した
都市機能の高度化に関
する検討業務

(株)野村総合研究所 随意契約（企画競争） 11,556,000 6月30日

大都市圏における人、モノ、の動態データに関わ
るビッグデータについて取得・整理・分析を行い、
今後の都市機能の高度化に資する方策について
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)

395

鉄道新駅及びインター
チェンジの設置に伴う都
市整備等を利活用した
大都市圏整備のあり方
に関する検討業務

(株)三菱総合研究所 随意契約（企画競争） 11,556,000 6月30日

鉄道新駅等やインターチェンジ設置に伴う都市
整備による地域活性化の事例を抽出した上で評
価検証し、地域活性化の要因についての整理を
行い、大都市圏整備において、鉄道新駅設置等
と都市整備を行うことが効果的なエリアとインター
チェンジ設置と産業立地、周辺整備を行うことが
効果的なエリアの峻別と既存インフラ施設の利活
用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)

396
水辺とまちにおける河川
環境のあり方等に関す
る検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

11,000,000 6月30日
水辺とまちにおける河川環境のあり方等に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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397

平成２６年度テレワーク
推進調査（テレワーク人
口実態調査・展開拠点
構築検討調査）

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 10,994,400 6月30日

平成２５年６月に閣議決定した「世界最先端IT国
家創造宣言」及び同工程表において位置づけら
れたテレワーク人口等の定量的な実態把握を行
うため、効率的な調査手法によるテレワーク人口
実態調査を実施し、テレワーク人口やテレワー
カーの詳細な生活実態、意向、課題等を把握
し、その結果について定量的な分析を行う。
また、テレワーク推進のツールとして期待されるテ
レワーク展開拠点（テレワークセンター）に関して、
主に女性、若者、高齢者を対象とし、需要及び
必要な機能等について把握することにより、テレ
ワークの普及・推進方策等についてとりまとめるこ

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

398
社会構造の変化に対応
した維持管理・更新方
策に係る検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,962,000 6月30日

維持管理・更新方策を導入することにより、適切
なサービス水準を保ちつつ、持続可能な社会資
本の維持管理・更新方策を検討し、各施設管理
者間で共有するためガイドラインのとりまとめを

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

399
今後の望ましい都市交
通調査手法に関する検
討調査

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画競争） 10,908,000 6月30日
都市交通調査について、各種課題や目的応じた
調査分析手法のあり方について検討を行い、今
後の望ましい都市交通調査体系について整理す

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

400

都市公園の維持管理・
更新に係る情報の収
集・蓄積のあり方につい
ての検討調査

日本工営(株)　東京支
店

随意契約（企画競争） 10,692,000 6月30日

地方公共団体等における公園施設に係る情報
の整備状況・内容を整理し、都市公園の特性を
踏まえた維持管理・更新等に必要な情報を精査
し、目指すべき情報の収集・蓄積のあり方等につ
いて検討を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

401
次世代モビリティ社会を
踏まえた移動空間評価
手法の開発研究

（国）名古屋大学 随意契約（公募） 10,000,000 6月30日

移動者の快適性やストレス等、従来は指標化と
定量化が困難であった質的側面の評価手法を
開発するもの。具体的には、主観的評価、及び
脈拍や脳波等の様々な生体現象等について、最
適な指標の組合せを開発するとともに、政策立
案者や評価者が感覚的に理解しやすい評価軸

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

402

首都圏三環状概成時を
念頭においた料金施策
とITS施策による非常時
を含む総合的交通マネ
ジメント方策の実用化

（国）一橋大学 随意契約（公募） 10,000,000 6月30日

平成26年度は、総合交通運用マネジメント方策
の基本構想の検討を行うとともに、今後の研究展
開を見据え料金施策に関する検討とITS施策に
関する検討を行い、平成27年度の総合交通運
用マネジメントシステムの試行的実装に向けた提
案を行うことを目標とした。

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

403
道路資本の市町村別ス
トック推計に関する研究
開発

（国）筑波大学 随意契約（公募） 10,000,000 6月30日

我が国における社会資本ストックの推計の高度
化と公共投資のより一層の効率化に資することを
目的として、道路に対象を絞り、より適切な資本
ストックの推計を行うために以下の内容を実施し
た。
１）所轄する行政組織の実態に応じた道路資本
ストック推計手法の開発
２）道路資本ストックが経済に及ぼす影響につい

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
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404

諸外国の国土政策・地
域政策に係る動向分析
及び支援方策に関する
調査

（一財）日本開発構想
研究所

随意契約（企画
競争）

9,990,000 6月30日

諸外国における国土・地域政策の中で、地域特
性を活かした産業・雇用創出に向けた地域のイノ
ベーション、地域に根ざした産業や働く場を創る
取組等について情報収集、整理・分析等を行う。

国土政策局総務課企
画室
03-5253-8111
(ex.29158)

405

子育て支援・高齢社会
への対応等に資する公
園緑地の活用方策検討
調査

（一社）日本公園緑地
協会

随意契約（企画競争） 9,990,000 6月30日

急速な少子高齢化が進行している中、子育て支
援や高齢社会への対応等に関する具体的な
ニーズや対応の考え方等の知見等を整理し、教
育・保健・福祉分野のニーズ及び都市公園等に
おける対応方策を示すとともに、子供の遊び場、
地域住民の交流・コミュニケーションの場、高齢
者の健康増進の場として、都市公園が果たして
いる新たな役割について検討し、地方公共団体
における公園緑地を活用した子育て支援・高齢
社会への対応の取組を推進するもの。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

406
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） 9,990,000 6月30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適切に
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)

407
区画整理事業における
立体換地制度等の活用
方策検討業務

玉野総合コンサルタント
(株)

随意契約（企画競争） 9,990,000 6月30日

立体換地手法の活用について、具体の地区をモ
デルとしたケーススタディを行ったうえで、立体換
地手法の活用促進方策について、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)

408
既成市街地の街区再編
による都市機能更新検
討調査業務

既成市街地の街区再編
による都市機能更新検
討調査業務共同提案
体

随意契約（企画競争） 9,936,000 6月30日

地方公共団体が地域課題に対応し、民間事業
者による大街区化を活用したまちづくりを一層推
進できるよう、民地における公共機能の担保手
法、立体道路制度による大街区化の手法等につ
いて、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)

409

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

東日本大震災津波被
災市町村における市街
地整備事業調査共同
提案体

随意契約（企画競争） 9,914,400 6月30日

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、復興に係る事業の進捗状況を調査・整
理するとともに、事業を推進する上での課題を抽
出して、分析・整理及び解決方法の検討を行うこ
とを目的とする。
また、多くの地区で事業化に至ったことから、復
興まちづくりの計画から事業化に至る過程及び途
中で計画の変更等があった場合はその要因につ
いて調査・整理し、将来的に起こりうる大規模災
害後の都市復興において円滑な事業実施に資

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

410
京阪神圏道路交通状
況分析業務

（株）地域未来研究所 随意契約（公募） 9,849,600 6月30日
１．交通データ集計整理　２．交通状況の分析
３．高速道路の交通状況のモニタリング

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係
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411
平成26年度琵琶湖の
総合的な保全の推進に
関する調査検討業務

(株)日水コン　東京支所 随意契約（企画競争） 9,720,000 6月30日

平成22年度に見直しした第2期計画の進捗状況
を確認するため、必要となるモニタリング指標の
データなどを活用して、琵琶湖の総合的な保全
に関する評価を行う。
また、琵琶湖流域の取組は世界の湖沼の保全
対策をリードしていることから、これまで蓄積され
たノウハウ、経験をショーケース化し、「琵琶湖モ
デル」として世界に発信させることで、世界の湖沼
の環境汚染等の改善に役立てるため、国際会議
等において「琵琶湖モデル」を世界に向けて効果
的に情報発信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)

412
平成２６年度不動産見
本市プロモーションに関
する企画提案・運営遂

森ビル(株) 随意契約（企画競争） 9,413,712 6月30日
国際不動産見本市を活用し、海外への効果的
な情報発信を実証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)

413
国営公園の運営維持管
理に関する調査検討業
務

一般財団法人日本緑
化センター

随意契約（企画競争） 8,942,400 6月30日

国営公園の運営維持管理業務については、競
争の導入による公共サービスの改革に関する法
律に基づき、民間競争入札を実施しているところ
である。
国営公園の運営維持管理について、公共サービ
スの質の維持向上等を図るために、公園管理者
として必要な知見の収集・整理を行い、今後必

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

414

平成２６年度　老朽化が
進む土木機械設備の維
持管理技術向上に関す
る検討業務

（一社）河川ポンプ施設
技術協会

随意契約（企画
競争）

7,992,000 6月30日

土木機械設備の維持管理に関連する現状把握
と関連資料等を整理した結果を踏まえ、人材育
成を実施するための研修プログラムの検討等を
実施した。

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

415

平成２６年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の評価指標の調
査・検討業務

平成26年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の評価指標の調
査・検討業務共同提案

随意契約（企画競争） 7,992,000 6月30日

過年度調査の成果を踏まえベトナムにおけるエコ
シティ開発に係る評価基準の策定へ向けた検
討・調整及び関連制度の調査・分析を行うことを
目的としている。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

416

平成２６年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の推進に関する調
査業務

平成26年度ベトナムに
おける環境共生型都市
開発の推進に関する調
査業務日本工営・日建
設計総合研究所共同

随意契約（企画競争） 7,992,000 6月30日

ベトナムにおいて我が国政府とベトナム政府との
間で連携して進められているエコシティ開発に関
し、具体的なプロジェクトの推進を図る上で必要
な情報収集及び現地政府との調整並びに開発
構想の検討・分析を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

417
平成26年度 ビッグデー
タを活用した都市防災
対策検討調査

(株)日建設計総合研究
所

随意契約（企画競争） 7,992,000 6月30日

ビッグデータを活用して、避難誘導計画や避難
路・避難スペースの計画、帰宅困難者対策など
災害に強いまちづくりを推進するための方策につ
いて検討を行うとともに、ビッグデータ活用の手引
きとしてとりまとめ、地方公共団体等に周知を行

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

418
北海道における域外・域
内輸送の接続と連携の
あり方に係る調査業務

（株）ドーコン
随意契約（企画
競争）

7,970,400 6月30日
北海道の域外・域内輸送手段の結節点における
乗り継ぎ抵抗について、調査・検討した報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713
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419
更なる建設リサイクル推
進に向けた主要課題へ
の対応方策検討業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

7,959,600 6月30日
更なる建設リサイクルの推進に向けた主要課題
への対応方策の実施に必要となる各種実態調
査等を行った。

総合政策局公共事業
企画調整課施工環境
係

420

平成２６年度　建設機
械における適正なバイオ
ディーゼル燃料の使用
に関する検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,884,000 6月30日
建設機械における適正なバイオディーゼル燃料
の使用について検討を行うため、調査等を行っ
た。

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

421
市町村による「まちづく
り」における関連施策の
連携執行状況調査

（株）片平エンジニアリン
グ

随意契約（企画競争） 7,884,000 6月30日

復興まちづくり、中心市街地活性化、福祉のまち
づくりに関して、関連施策との連携等の効率的な
まちづくり施策の執行状況について、市町村等か
ら問題点、課題点等を聴取するとともに、これを
整理し、優良事例の抽出等を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

422
地下街等における水災
時の浸水防止対策に関
する調査検討業務

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

7,452,000 6月30日
地下街等における水災時の浸水防止対策に関
する調査検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

423
都市公園における安全
管理等に関する検討調
査

（一社）日本公園緑地
協会

随意契約（企画競争） 6,998,400 6月30日

全国的な遊具の設置状況、安全点検実施状況
等に関する調査・分析及びその結果を踏まえた
安全管理のあり方の検討を行い、都市公園にお
ける安全確保方策の一層の充実を図る。また、
社会資本の的確な維持管理・更新に寄与する新
技術に関する事例調査を行い、都市公園への適
用可能性、手法等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)

424

都市の諸課題に対応し
た今後のオープンス
ペースの確保及びマネ
ジメント等手法検討調査

(株)創建　東京本社 随意契約（企画競争） 6,933,600 6月30日

集約型都市構造化を図る上で都市が抱える諸
課題に対応するため、都市公園をはじめ、様々
な主体、手段により創出されてきた緑地、広場等
（オープンスペース）について、効果的・効率的な
確保、更新及びマネジメントを推進するために必
要となる手法等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)

425
河川維持管理技術水
準向上方策検討業務

（公財）河川財団
随意契約（企画
競争）

6,858,000 6月30日 河川維持管理技術水準向上方策検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

426
水辺とまちにおける河川
環境のあり方等に関す
る検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

6,712,000 6月30日
水辺とまちにおける河川環境のあり方等に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

427
諸外国における道路財
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）

5,961,600 6月30日
我が国の道路整備・維持管理の財源調達手法
の検討の参考とするため、諸外国の道路財源の
調達手法や確保方策に関する調査を行う

道路局総務課道路政
策企画室計画係
tel：03-5253-8476

428
都市公園利用実態調
査

（一社）日本公園緑地
協会

随意契約（企画競争） 5,886,000 6月30日

国及び地方公共団体の有する都市公園の利用
実態や利用なの都市公園に対する多様なニー
ズを調査することで、都市公園に期待される役割
や抱えている課題の変化等を的確認把握し、今
後の都市公園の整備・維持管理等のあり方を検
討するための基礎資料を整理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)
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429
訪日外国人消費動向
調査等の見直しに向け
た調査研究（変更契約）

（公財）日本交通公社
随意契約（企画
競争）

4,978,800 6月30日
訪日外国人消費動向調査における富裕層・ビジ
ネス旅客及びクルーの消費動向の把握可能性
等、同調査の改善についての検討を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111
（内線27-216)

430

北陸新幹線の金沢延伸
後における北陸信越運
輸局管内の公共交通の
在り方に関する調査

（株）地域総合計画
随意契約（企画
競争）

4,968,000 6月30日

北陸新幹線の金沢延伸が両新幹線沿線地域、
両新幹線に挟まれた地域、及び当該エリアに近
接する空港周辺地域の既存公共交通に与える
影響を比較調査し、もって新幹線駅を中心とした
地域の公共交通のあり方を検証する。

北陸信越運輸局企画
観光部交通企画課
tel：025-285-9151

431

災害廃棄物及び津波堆
積物の建設資材再生利
用の促進方策に関する
検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

4,968,000 6月30日

災害廃棄物などを建設資材として再生利用する
にあたって、過去の処理事例や活用事例、留意
事項をとりまとめ、災害廃棄物等の処理・活用事
例集を作成した。

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

432

公園緑地工事積算体
系の施工パッケージ型
積算方式の運用に係る
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） 4,946,400 6月30日

平成25年度に改定した公園緑地工事積算体系
について、施工パッケージ型積算方式の運用に
伴う更新及び他の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)

433

過疎・山間地域等にお
ける自家用有償旅客運
送等の実態調査業務
（市町村運営有償運
送、過疎地有償運送、
福祉有償運送、スクー
ルバスの活用）

（株）バイタルリード
随意契約（企画
競争）

4,266,000 6月30日

・自家用有償運送事業者へのアンケート調査及
び回答データの整理・分析
・自治体担当者、交通事業者等に対する現地調
査・取りまとめ

四国運輸局企画観光
部交通企画課
tel：087-835-6356

434
平成26年度公営住宅
及び特定優良賃貸住宅
等管理等の実態調査

ランドブレイン（株） 一般競争入札 3,963,600 6月30日

公営住宅及び特定優良賃貸住宅等の管理等の
適正化を図る前提として、平成25年度末（平成
26年3月31日）現在の各事業主体における公営
住宅管理及び特定優良賃貸住宅等管理等の実
態を的確に把握し、その結果を報告書にまとめる
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
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435

首都圏の都市環境イン
フラのグランドデザインの
進展に向けた検討調査
業務

（株）プレック研究所 随意契約（企画競争） 2,948,400 6月30日

広域的な緑地等は、都市の骨格を形成する環
境インフラであり、適切に保全・創出していくことが
肝要である。首都圏においても人口減少、高齢
社会の到来を迎えるに当たり、従来から行われて
きた都市の拡大に対して失われていく緑地等を
保全するという観点に加え、都市をコンパクトにし
ていく中でその骨格を形成するという広域的な緑
地等の機能の活用のあり方や適切な維持管理
等について検討する必要がある。首都圏の環境
インフラについては、首都圏におけるまとまりのあ
る自然環境の保全及び水と緑のネットワークの形
成を推進することを目的に平成１６年に公表した
「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」
があるが、都市のコンパクト化等を踏まえ、新たに
緑地が創出されうる地域も踏まえる等、社会経
済情勢に適合した計画へと進展を図る必要があ
る。本業務では、その検討に向けた基礎的な資

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

436
歩行者の表情・しぐさを
利用した空間評価指標

（国）埼玉大学 随意契約（公募） 2,500,000 6月30日

平成26年度は、歩行者空間改善･創出の取り組
みが行われている道路（さいたま市内を予定）に
おける長期観測調査及び被験者実験を実施し、
さらに多様な街路を観測することで歩行者の表
情に着目した街路空間の評価指標の確立を目

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

437
国土交通省　平成25年
度省庁別財務書類作
成支援等業務

あらた監査法人 一般競争入札 1,295,706 6月30日
国土交通省　平成25年度省庁別財務書類作成
支援等を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

官房会計
課での一
括契約

13,587,801,685


