
平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

1
圏域を牽引する中枢都
市圏と周辺都市圏のあり
方検討調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

41,987,160 7月1日
将来の社会状況に対応した、地域ブロック全体の
成長を牽引する都市圏のあり方について検討を
行った。

国土政策局広域地方政
策課調査班
tel:03-5253-8364

2

平成２６年度Ｇ空間社会
実証プロジェクト事業「２
０２０年東京五輪に向け
たＧ空間シェアリングモビ
リティによる都心活性化
プロジェクト」

国立大学法人名古屋大
学

随意契約（企画競
争）

36,994,970 7月1日

東京都心地区では、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック開催と外国人観光客の開拓、及び都
心地区のコミュニティサイクル展開動向を踏ま
え、台東区レンタサイクルを利用した準天頂衛星
による高精度位置情報や高機能な3D地図情報、
ナビゲーション技術等を活用した実証実験を実

国土政策局
国土情報課　ＧＩＳ第二
係
tel：03-5253-8353

3

平成２６年度Ｇ空間社会
実証プロジェクト事業「Ｇ
空間社会における山岳
遭難防止対策モデル構
築事業」

（株）豆蔵
随意契約（企画競
争）

36,898,271 7月1日

長野県の山岳遭難事故は毎年増加を続け、平成
25年には、死者・行方不明者合わせて74人にの
ぼっており、交通事故死者数の
100人と比較しても、大変憂慮すべき状況にある
ため、Ｇ空間情報等の利活用による位置情報や
危険情報の提供等により、多様化する登山者の
遭難事故防止を図る。

国土政策局
国土情報課　ＧＩＳ第二
係
tel：03-5253-8353

4

平成２６年度Ｇ空間社会
実証プロジェクト事業「移
動者向け災害情報提供
プロジェクト」

みずほ情報総研（株）
随意契約（企画競
争）

35,740,643 7月1日

官民各々が有する防災・災害に関連する情報
を、相互活用可能な形式で保有・共有し、災害時
にカーナビやスマートフォン等の様々なメディアを
活用することで、被災地を移動中の方々に対して
位置に応じた避難に有用な情報の提供を行う仕
組みを構築。

国土政策局
国土情報課　ＧＩＳ第二
係
tel：03-5253-8353

5

平成２６年度「広域的地
域間共助（地域資源を
相互補完した広域連
携）」に向けた調査検討

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

32,793,120 7月1日
広域的地域間共助推進事業の取組内容の課題
の把握、効果的な推進方策をまとめ、事例集を
作成した。

国土政策局広域地方政
策課広域制度企画室
tel:03-5253-8370

6
治水事業の事業評価手
法の改善に向けた検討
業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

19,764,000 7月1日
治水事業の事業評価手法の改善に向けた検討
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

7
平成２６年度建設資材
労働力需要実態調査業
務

株式会社アストジェイ 一般競争入札 5,119,200 7月1日
平成25年度に発注された建築工事における使用
した資材量・労働力について調査を実施し、原単
位を作成。

土地・建設産業局建設
市場整備課資材係
tel：03-5253-8283

8
富士山世界遺産登録を
捉えた米仏豪メディア招
請事業

（株）ＪＴＢコーポレート
セールス

随意契約（企画競
争）

2,087,000 7月1日

富士山が世界文化遺産に登録されたことを捉え
て、これらの歴史的・文化的な観光資源にニーズ
があるアメリカ、フランス及びオーストラリアのメディ
アをターゲットとして招請事業を実施し、その魅力
を世界に向けて情報発信し、日本及び富士伊豆
箱根エリアの認知度向上と誘客を図る。

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273
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9

平成２６年度まち・住ま
い・交通の創蓄省エネル
ギー化モデル構築支援
事業

（株）日本総合研究所
随意契約（企画競
争）

19,938,131 7月2日

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

総合政策局環境政策課
交通環境一係
tel:03-5253-8111(内
線24-322)

10
物流業におけるＢＣＰ策
定促進に関する調査検
討業務

日本スーパーマップ
（株）

一般競争入札 2,116,800 7月2日
荷主と物流事業者が連携し、サプライチェーンを
維持するための対策を示したガイドライン等をとり
まとめた報告書。

総合政策局　物流産業
室
03-5253-8111
内線25324

11

自然・地域インフラが有
する津波減災効果につ
いての事例整理および
現地調査・実験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

15,984,000 7月3日

樹林などの、自然・地域インフラが有する津波減
災効果と効果の発揮限界、効果を向上させるた
めの改良方法と継続的な保全方法についての検
討に必要な事例整理、現地調査、水理実験など

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

12
住生活満足度の評価構
造に関する調査整理業
務

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

12,420,000 7月3日

本業務は、住生活満足度の評価構造の解明及
び住生活満足度を規定する成果指標の抽出に
必要なデータ収集を目的とする。具体には、①住
生活資源項目、②住生活満足度の主観的評価
及び住生活資源の客観的実態、③世帯属性別
の住生活満足度の評価構造、について分析整理

国土技術政策総合研究
所
住宅研究部住環境計画
研究室
tel：029-864-4228

13
防災拠点の効率的・効
果的な集約・複合化方
策にかかる検討調査

（株）日本能率協会総合
研究所

随意契約（企画競
争）

5,400,000 7月3日

防災拠点の集約・複合化に関する動向把握及び
事例の詳細調査を実施し、その調査結果を踏ま
え、防災拠点の集約・複合化について効率的・効
果的な対応策を検討した。

国土政策局広域地方政
策課調整室
tel:03-5253-8360

14
平成２６年度ベトナム国
工事品質・施工安全向
上策検討業務

ＫＥＩ・ＮＥＸＣＯ中日本ベ
トナム国工事品質・施工
安全向上策検討業務共
同提案体（代表者
（株）片平エンジニアリン
グ・インターナショナル）

随意契約（企画競
争）

5,000,400 7月3日

ベトナム国における公共工事の品質及び施工中
の安全性の向上を図る観点から、2010年5月か
ら2013年12月まで実施された日本国政府による
技術協力プロジェクト「インフラ工事品質確保能力
向上プロジェクト」の成果及びベトナム国におけるイ
ンフラ工事の品質管理及び安全管理に関わる技
術基準及び法令に基づく制度の運用状況を踏ま
え、適切な品質管理及び安全管理の考え方を積
算に反映するための方策について検討した。

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

15
平成２６年度　中部圏広
域地方計画分析評価・
推進業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（公募） 5,400,000 7月4日

1.基礎資料(案)の整理･更新
2.中間評価公表資料(案)の更新
3.モニタリングに向けた資料検討
4.課題分析と方策の検討
5.会議資料等の作成

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

16

高効率固液分離技術と
二点DO制御技術を用い
た省エネ型水処理技術
の実用化に関する技術
実証研究

前澤工業(株）・（株）石
垣・日本下水道事業団・
埼玉県　共同研究体

随意契約（公募） 749,890,800 7月7日

高効率固液分離技術と二点DO制御技術を用い
た省エネ型水処理技術について、実証施設を運
転・計測することによりコスト縮減効果や省エネル
ギー効果等について実証を行った。

国土技術政策総合研究
所
下水道研究部下水処理
研究室
tel：029-864-3933
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17

下水道分野におけるア
セットマネジメントの早期
導入のための人材育成
業務

日本下水道事業団　研
修センター

随意契約（企画競
争）

48,308,400 7月7日
下水道分野におけるアセットマネジメントの早期導
入のための人材育成を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

18
下水再生水利用に関す
る国際標準化促進検討
業務

日本水工設計（株）
随意契約（企画競
争）

14,904,000 7月7日
下水再生水利用に関する国際標準化促進検討
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

19
流域別下水道整備総合
計画再構築検討業務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

14,796,000 7月7日 流域別下水道整備総合計画再構築検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

20

繊維シートや鋼板によっ
て補強されたＲＣ部材の
再劣化に対する健全度
評価法の開発

（国）東北大学 随意契約（公募） 13,942,927 7月7日

繊維シートや鋼板補強によって表面が覆われ再
劣化による変状が目視確認できない桁や床版な
どのRC部材に対する非破壊検査法と健全度評価
法の開発を行う。

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

21
長期優良住宅の制度普
及等に関する調査検討
業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画競
争）

11,815,200 7月7日

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

住宅局住宅生産課
長期優良住宅係
内線39-435

22
生態系に配慮した下水
処理推進方策検討業務

国際航業（株）
随意契約（企画競
争）

3,974,400 7月7日 生態系に配慮した下水処理推進方策検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

23
住宅性能表示制度の利
用促進に関する調査・
分析業務

（一社）住宅性能評価・
表示協会

随意契約（企画競
争）

3,348,000 7月7日

住宅性能表示制度の利用実態に関する調査や
利用促進に向けた課題整理、さらには既存住宅
の性能評価に利用する図書等の見直しに関する
検討等を実施することにより、制度の利用促進に
つなげることを目的とする

住宅局住宅生産課
住宅性能評価係
内線39-421

24
高効率の建物内電力網
に関する調査研究

（国）筑波大学 随意契約（公募） 2,808,000 7月7日
建物の電気設備の更なる高効率化を図るため、
発電、蓄電等機器の各種特性を理解し、太陽光
低電圧蓄電方式の設計例の検討を行う。

国土技術政策総合研究
所
建築研究部環境・設備
基準研究室
tel：029-864-4356

25
下水汚泥由来肥料を施
用した作物の食味に関
する資料作成補助業務

（一財）日本土壌協会
随意契約（少額随
契）

993,600 7月7日
下水汚泥由来肥料を施用した作物の食味に関す
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

26
下水道関連調書等の集
計作業補助業務委託

（株）データ設計
随意契約（少額随
契）

982,800 7月7日 下水道関連調書等の集計作業補助を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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27

平成２６年度地球温暖
化防止等環境保全に関
する先進動向等調査業
務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

26,946,000 7月8日

持続可能な社会の形成に向けて、国土交通分野
における取組を通じた低炭素社会・循環型社会
等の構築を目指し、国内における低炭素循環型
社会等の取組状況等を調査し、国土交通行政に
活用可能な環境政策に関する知見を取りまとめ
た報告書を作成した。

総合政策局環境政策課
国土環境二係
tel:03-5253-8111(内
線24-342)

28
平成２６年度地理空間
情報を活用した次世代
サービス検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画競
争）

13,709,817 7月8日
高精度測位を活用した新サービスを具体化する
とともに、新サービス実現に必要な技術的・運用
的課題を整理し、それら解決方策について検討。

国土政策局
国土情報課　調査・分
析係
tel：03-5253-8353

29
道路空間再編事例の類
型化及び制度活用に関
する調査業務

JV:プランニングネット
ワーク・大日本コンサル
タント設計共同体

随意契約（企画競
争）

7,938,000 7月8日

道路空間の再編・改築に関する事例の情報収集
と整理、及び道路空間の質の向上のための再編・
改築事例の類型化と基準の整理を行うとともに、
道路空間の再編・改築事例と日本風景街道等の
取り組みとの関連を調査するもの

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

30
都市公園の品質向上に
資する諸制度の活用方
策に関する調査業務

社会システム（株）
随意契約（企画競
争）

4,957,200 7月8日

公園空間の高度利用、リース契約等の導入、資
格・表彰実績による能力評価に着目し、既存の諸
制度の活用を促進することで都市公園の品質向
上を実現する方策について調査を行うもの

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

31
平成２６年度　舗装の維
持管理に関する検討業
務

（株）パスコ
随意契約（企画競
争）

19,872,000 7月9日

的確な舗装修繕を実施するため、舗装の経年的
な劣化状態等を踏まえた、適切な更新年数（修
繕間隔）を検討する。さらに、適切な舗装の更新
年数などを踏まえた、適正な維持管理方法を検

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

32
平成２６年度　道路標識
設置基準等に関する調
査検討業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

19,634,400 7月9日

平成２５年度標識令改正を踏まえた道路標識の
設置に係る運用基準等の検討、既存の道路標識
の設置に係る運用基準の課題整理及び民間企
業が保有するデータを活用した道路標識データ
ベースの作成に関する課題整理等を行う

道路局企画課構造基準
第一係
tel：03-5253-8485

33

鉄道車両の不具合情報
等の共有に係るシステ
ムの構築に関する調査
検討

（一社）日本鉄道車両機
械技術協会

一般競争入札 8,600,040 7月9日

平成23年5月のＪＲ北海道石勝線事故に対する
運輸安全委員会の報告所において、鉄道事業者
やメーカー等における動力伝達装置の不具合情
報の共有が望まれる対応として言及されたことを
うけての調査検討。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

34
社会資本の維持管理・
更新のための主体間関
係に関する調査業務

アイピーエムサービス
(株)

随意契約（企画競
争）

6,441,120 7月9日

国、地方公共団体、民間企業、NPO、地域住民
等がどのように役割分担・連携すべきかについ
て、諸外国等における事例を調査研究し、戦略的
な社会資本の維持管理・更新の方策について調

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816
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35
「家康公開運ロードの
旅」旅行商品造成・PR
事業

（株）日本旅行
随意契約（企画競
争）

2,545,000 7月9日

台湾のメディアと旅行会社を招請し、メディアへの
露出及び訪日ツアー造成を促進し、訪日旅行者
の増加を図る。また、徳川家康公ゆかりの地及び
その周辺地域の魅力をPRする小冊子を作成し、
台湾の旅行会社・一般消費者等に配布する。

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

36

九州管内における公共
交通分野と福祉分野の
適切な役割分担のあり
方等検討業務調査業務

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画競
争）

2,494,800 7月9日
公共交通サービスと福祉分野の移動支援サービ
スの現状・問題点の把握等に関するのアンケート
調査及びケーススタディの実施調査

九州運輸局企画観光部
交通企画課
tel 092-472-2315

37

九州管内における公共
交通に関する基礎調査
及び高収支率路線の要
因調査業務

（株）都市・計画・設計研
究所

随意契約（企画競
争）

1,900,800 7月9日
九州管内のコミュニティバス・乗合タクシー路線の
収支率等把握のためのアンケート調査及び高収
支率・低収支率の路線に係る要因調査

九州運輸局企画観光部
交通企画課
tel 092-472-2315

38
簡素型ＩＴＳスポットの機
器要求事項調査業務

JV:道路新産業開発機
構・長大設計共同体

随意契約（企画競
争）

34,884,000 7月10日

簡素型ＩＴＳスポットを用いたサービスに必要となる
機能の整理、機器要求事項の整理及び確認実
験の支援、機器仕様案作成補助等を行うもので
ある。

国土技術政策総合研究
所
道路交通研究部高度道
路交通システム研究室
tel : 029-864-4496

39
平成２６年度　道路ＩＴＳ
技術モデル事業による
海外普及性調査業務

三菱重工業（株）
随意契約（企画競
争）

14,580,000 7月10日
我が国の道路ＩＴＳ技術を海外市場に展開するた
めモデル事業等を実施し普及性を調査する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

40
地域性緑化植物を用い
た緑化手法に関する調
査業務

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

4,968,000 7月10日

在来植物（草本）による緑化に関する既往資料等
の収集・整理を行い、公園やのり面等に導入する
際の種選定の目安となる地域性緑化植物リストを
作成するとともに、種子を採取して発芽試験を行
い、種子生産の可能性を調査するもの

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

41
神戸の活性化に向けた
クルーズ客船誘致のあり
方に関する調査業務

日旅ビジネス・サポート
（株）

随意契約（企画競
争）

2,106,365 7月10日

日本・神戸のクルーズの現状を把握し、神戸にお
けるクルーズ客船誘致の諸課題の解決に向けた
方策等を検討することにより、クルーズ客の神戸
港へのリピーター化も含め、クルーズ客船の寄港
を活用した地域活性化を図る

神戸運輸監理部
総務企画部企画課
tel：078-３２１-３１４４

42
平成２６年度海外建設
プロジェクト技術支援検
討業務

平成２６年度海外建設
プロジェクト技術支援検
討業務国際建設技術協
会・日本工営共同提案
体（代表者　（一社）国
際建設技術協会）

随意契約（企画競
争）

24,991,200 7月11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ため、これらの
企業を技術面から支援する体制について検討し、
後年度の本格的実施を視野に入れ、ケーススタ
ディを実施した。

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
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43
災害時における船舶活
用の円滑化のための具
体的方策に関する調査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画競
争）

11,999,880 7月11日

今後想定される南海トラフ地震等の大規模災害
時に民間船舶を活用するため、これまでの災害
対応において浮彫となった課題に対応していくた
めに具体的解決方策を調査し、その結果をまとめ

海事局内航課旅客航路
活性化推進室
tel：03-5253-8625

44

平成２６年度社会資本
整備と一体となったグ
リーンインフラストラク
チャー形成等に係る調

（公財）日本生態系協会
随意契約（企画競
争）

8,985,600 7月11日

社会資本整備と一体となったグリーンインフラスト
ラクチャーの形成を我が国において推進するため
の方策とその際に国の果たすべき役割について、
事例収集、知見整理等により検討を実施した。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-344）

45

大都市圏に所在する文
化財の外国人向けの利
活用促進に関する市場
調査業務

凸版印刷（株）
随意契約（企画競
争）

8,978,688 7月11日

大都市圏に所在する近代和風建築等の文化遺
産をユニークベニューとして活用する手法につい
て文化財の活用を実証的に実施することで可能
性を検討する。

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

46
都市空間の可変的利用
方策に関する調査業務

(株)ニッセイ基礎研究所
随意契約（企画競
争）

6,966,000 7月11日

社会変化や時間経過とともに変化する、都市に求
められる機能やスペックに対し、現用途や所有・
管理主体の枠組みを超えて、柔軟かつ迅速に用
途や範囲を変化させることで対応することの出来
る、都市空間の可変的利用の可能性とそのあり方
及びそれを実現させる手法、制度について調査を

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

47

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

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

随意契約（公募） 187,444,800 7月14日

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証を行った。

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

48
社会実験を通じた道路
利活用に関する調査検
討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

12,852,000 7月14日

社会実験の結果をとりまとめるとともに、過年度の
社会実験結果のフォローアップを行う。また、今後
の社会実験として実施・検証することが有効な
テーマについて、検討・整理を行う

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

49
地下水の情報図簿等の
作成に関する検討業務

アジア航測（株）
随意契約（企画競
争）

11,944,800 7月14日

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

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

50

平成２６年度巨大災害
に備えた中枢機能維持
の広域連携戦略に関す
る検討調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

9,984,060 7月14日

首都直下及び南海トラフ巨大地震の被災地以外
の具体的な地域において、経済社会中枢機能の
バックアップ方策を実施した場合の空間的・数量
的なシミュレーションを行い、その効果について検
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）
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51
平成２６年度河川堤防
の変状と維持・補修に関
する調査業務

中央開発（株）
随意契約（企画競
争）

19,958,400 7月15日

本業務は、巡視・堤防点検により発見された河川
堤防の変状を整理し、出水時の被災履歴などと
変状発生の関係を分析するとともに、管理状態や
被災履歴などを反映したフラジリティカーブを作成
することで、巡視・堤防点検の合理化等に資する
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

52

広域的地域間共助等を
推進するアドバイザーの
要件等に関する調査検
討業務

（一財）日本地域開発セ
ンター

随意契約（企画競
争）

14,993,640 7月15日
広域的地域間共助を担う主体に対して、取り組み
の推進に資する知見を外部から提供する枠組み
について検討した。

国土政策局広域地方政
策課広域制度企画室
tel:03-5253-8370

53

平成２６年度「海外建
設・不動産市場データ
ベース」の充実化に向け
た海外建設市場に関す
る調査業務

一般財団法人　建設経
済研究所

随意契約（企画競
争）

8,000,000 7月15日
世界の建設市場において我が国建設企業の進
出が有望と思われる国・地域などについて調査等
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)

54
ＩＴＳスポットサービスの国
際仕様化に関する調査
業務

（一財）道路新産業開発
機構

随意契約（企画競
争）

39,852,000 7月16日

ITSスポットサービスの国際仕様化に向けた情報
整理、国際仕様化要素の抽出、国際仕様化提
案の方針案整理、国際仕様草案作成補助等を
行うものである。

国土技術政策総合研究
所
道路交通研究部高度道
路交通システム研究室
tel : 029-864-4496

55
道路交通調査プラット
フォーム改良業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

29,916,000 7月16日

平成25年度に構築した交通調査PF（試行版）に
ついて運用環境の構築と運用支援を行うととも
に、交通調査PFに蓄積されたデータの選択出力
機能の実装など交通調査PF（試行版）の改良、
交通調査PFと道路交通データに関わる他システ
ムとの連携機能の構築を行い、交通調査PFの本
格運用に向けた必要資料の整理を行った。

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

56
ＩＣＴを利用した自動車起
終点データ等の把握手
法に関する業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

19,990,800 7月16日
ヒト・クルマの移動情報を利用した道路交通の実
態把握を行い、これら結果を踏まえ、自動車の起
終点データ等の把握手法を整理した。

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

57
公共建築工事標準仕様
書等平成２６年度基礎
調査資料作成業務

公共建築工事標準仕様
書等平成２６年度基礎
調査資料作成業務公共
建築協会・建築保全セ
ンタ－設計共同体

一般競争入札（総
合評価方式）

18,954,000 7月16日
標準仕様書等について、平成28年版改定のため
に必要な情報の収集、整理及び検討を行った。

官庁営繕部整備課施工
基準係
tel：03-5253-8111
（内線　23-464）
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58
ITSスポットに関する調査
検討業務

エヌシーイー(株) 随意契約（公募） 9,990,000 7月16日

１．北陸の地域特性を踏まえた道路プローブデー
タの分析・検討　２．モニタ調査二係わるITS車載
器管理　３．北陸管内における経路情報収集装
置の追加配置の検討　４．ITSスポット普及促進の
ための広報活動支援　５．最新の取り組み動向の

北陸地方整備局　道路
部　道路計画課　調査
係
tel：025-280-8880

59

下水道革新的技術（ＩＣ
Ｔを活用した浸水対策
施設運用支援技術）の
評価に関する調査業務

（公財）日本下水道新技
術機構

一般競争（総合評
価）

6,264,000 7月16日

下水道革新的技術（ICTを活用した浸水対策施
設運用支援技術）導入のためのガイドライン策定
に向け、実証技術の評価にあたり必要となる、基
礎的情報の収集、技術資料の作成、有識者等へ
のヒアリング補助、及び報告書の作成を行った。

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

60

平成２６年度　道路メン
テナンス技術モデル事
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）

14,796,000 7月17日
我が国の道路メンテナンス（点検・補修等）にかか
る技術・製品を海外市場に展開するためモデル
事業等を実施し普及性を調査する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

61
北海道における道路交
通施策のあり方に関する
検討業務

（一社）北海道開発技術
センター

随意契約（公募） 11,966,400 7月17日 道路を利用した交通施策のあり方について検討

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)

62
平成２６年度　道路分野
の海外プロジェクトの発
掘・形成調査業務

平成２６年度　道路分野
の海外プロジェクトの発
掘・形成調査業務　株
式会社オリエンタルコン
サルタンツ・ＪＦＥエンジ
ニアリング株式会社　共

随意契約（企画競
争）

9,990,000 7月17日
海外における道路分野プロジェクトに早期段階か
ら参画し、本邦企業の受注可能性を高める

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

63
高度道路交通システム
社会実験効果検証業務

（株）長大 随意契約（公募） 8,964,000 7月17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)

64

平成２６年度地域交通
施策の円滑な実施に資
する圏域のあり方等調
査検討業務

（株）サンビーム
随意契約（企画競
争）

6,998,400 7月17日
　地域交通流動の実態を踏まえ、各種の交通施
策を円滑に実施するための基礎となる圏域のあり
方等について調査検討し、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）

65

平成２６年度　二国間会
議を通じた中国の道路
行政・制度等に関する
調査業務

（一社）国際建設技術協
会

一般競争入札 4,190,400 7月17日
道路分野の二国間会議を通じて、中国の道路行
政・制度等に関する情報を収集し、内政に資する
知見を整理する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906
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66
ICTを活用した効率的な
硝化運転制御の実用化
に関する技術実証研究

日立製作所・茨城県共
同研究体

随意契約（公募） 189,939,600 7月18日

ICTを活用した効率的な硝化運転制御技術につ
いて、実証施設を運転・計測することによりコスト
縮減効果や省エネルギー効果等について実証を
行った。

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

67
ブランド観光地域（仮称）
登録制度に関する検討
業務

（株）ＫＰＭＧ　ＦＡＳ
随意契約（企画競
争）

29,989,440 7月18日

魅力ある観光地域の形成のために必要な取組の
水準と方向性を提示し、観光地域における自主
的な取組を促進すると共に、観光地域の品質を
担保し、かつ魅力ある観光地域として国内外へ情
報発信することによって、日本全国各地におい
て、旅行者の受け皿となる次世代の魅力ある観
光地域の形成を図る。

観光庁観光地域振興部
観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-714)

68

平成２６年度河川管理
施設に活用可能な施設
マネジメント手法に関す
る調査業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

14,904,000 7月18日

本業務は、河川管理施設に適したマネジメント手
法の要件を整理することを目的として、国内外に
おける施設管理の背景、思想、枠組みや技術基
準、データの蓄積、活用方法、英国アセットマネジ
メント基準PAS55への対応状況、今後制定が予
定されるISO55000への対応方針等の施設のマ
ネジメント手法を調査する。あわせて、その結果に
ついて我が国の河川管理施設のマネジメント手法
と比較、整理するものである。

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

69
平成２６年度人口減少
下における長期的な国
土管理方策の検討調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画競
争）

12,997,908 7月18日

具体地域において、地域住民を主体とした会合
等を経て、今後の国土管理方策について検討す
ると共に、土地利用方針に基づいて長期的な管
理の試行を行った。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-364）

70
平成２６年度新情報革
命を取り込む国土形成
の検討調査

みずほ情報総研（株）
随意契約（企画競
争）

10,000,000 7月18日

情報通信技術の活用動向を踏まえた上で、各地
域に存在するニーズを把握し、情報通信技術を
活用した新たなサービスのビジョンを取りまとめた。
加えて、そうした新たなサービス実現のための環
境整備手法及び国土形成のあり方について検討

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

71

平成２６年度所有者不
明化による国土の利用
困難化に関する基礎的
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）

9,996,426 7月18日

所有者の所在把握が難しい土地増加に伴う利用
可能な国土面積の減少という懸念に対する基礎
情報を得るため、土地所有者の把握が困難にな
ることにより追加的に発生するコストの事例収集・
分析、不動産登記簿記載の所有者情報の真正
性の実態把握、相続の影響を受けない管理主体
への権利移動の可能性の検討等を行った。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-364）
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72
水先人による操船シミュ
レータ実験調査

（株）日本海洋科学
随意契約（少額随
契）

998,389 7月18日

横浜川崎区の強制水先に関する検討会を開催
し、横浜川崎区の強制水先について、操船安全
面から客観的・定量的な分析等安全性の検証を
行った上で、その対象船舶のあり方を総合的に検
討しているところ、同検討会において、水先人を被
験者とした操船シミュレータ実験を行い、一般の
船長の操船との比較を行う必要があることから、
水先人を被験者とした操船シミュレータ実験調査
を行い、その結果をとりまとめた報告書

海事局海技課水先係
tel：03-5253-8655

73
平成２６年度山村境界
基本調査（群馬県藤岡
市）に関する業務

株式会社大輝 一般競争入札 10,454,400 7月22日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

74
道路除雪の社会経済便
益試算業務

JV:計量計画研究所・道
路計画設計共同体

随意契約（企画競
争）

8,964,000 7月22日

北陸管内を対象に冬期の交通状況等に係る資
料を収集整理し、新潟市～湯沢町の積雪量と交
通状況の関係整理、積雪による経済便益（損失）
の試算及び道路ネットワークとしての交通状況変
化を整理する。

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設経済
研究室
tel : 029-864-0932

75
平成２６年度山村境界
基本調査（富山県立山
町）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 8,521,200 7月22日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

76
平成２６年度山村境界
基本調査（新潟県魚沼
市）に関する業務

株式会社大輝 一般競争入札 6,836,400 7月22日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

77
平成２６年度地方部の
グローバル化戦略推進
方策調査

ランドブレイン（株）
随意契約（企画競
争）

5,983,200 7月22日

本調査では、地域資源、人材、インフラ、ＩＣＴ技
術等を活用することでグローバル化を実現し、地
域活性化に繋げている先進事例についてケース
スタディを行い、グローバル化を志向する地方部
の都市・地域に必要なノウハウ等を「グローバル化
戦略推進方策」として取りまとめ、普及をおこなっ

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

78

道路路面性状の異なる
実道路上における自動
車排出ガス量変動特性
試験業務

（一財）土木研究セン
ター

一般競争（総合評
価）

35,640,000 7月23日
道路路面性状の異なる実道路上において自動車
排出ガス量変動特性試験を実施し、あわせてこ
れらの試験データの整理を行うもの

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

79

平成２６年度Ｇ空間情報
センター運用のための
データ提供促進に関す
る検討

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

17,884,800 7月23日
Ｇ空間情報センターを継続して運用するために必
要な地理空間情報の充実と継続的な更新を促
進するための必要な事項について検討。

国土政策局
国土情報課　GIS第一係
tel：03-5253-8353

80

建築物の天井脱落対策
の新基準案作成のため
の実験及び資料収集業
務

（一社）建築性能基準推
進協会

随意契約（企画競
争）

13,631,069 7月23日

天井新基準の原案作成に必要となる天井の許容
耐力に関する実験、在来工法の吊り天井に関す
る技術資料の収集・整理、関係団体からの意見
聴取等に関する業務を行う。

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
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81
下水処理場の流入負荷
変動に係る送風量制御
に関する検討業務

（公財）日本下水道新技
術機構

随意契約（企画競
争）

9,288,000 7月23日
送風機の風量調節機構、必要空気量算定手法
による送風量制御技術について整理した。

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

82
福島管内渋滞対策検討
業務

（株）福山コンサルタント
一般競争入札（総
合評価方式）

400,000 7月23日
福島河川国道管内において、H27全国道路・街
路交通情勢調査の一般交通量調査における推
定区間の精度向上のため交通量調査を実施

東北地方整備局福島河
川国道事務所調査第二
課　調査係
tel.024-539-6128

83

ICTを活用した浸水対策
施設運用支援システム
実用化に関する技術実
証研究

日本上下水道設計
(株)・広島市・日本
ヒューム(株)・(一社)日
本下水道光ファイバー
技術協会
共同研究体

随意契約（公募） 199,800,000 7月24日

ICTを活用して効率的・効果的な浸水対策施設の
運転管理を図り、浸水被害軽減効果の増大等に
寄与する革新的技術について、実証フィールドに
おいてICTシステムを設置・運転・計測することに
より、革新的技術の導入による浸水被害軽減効
果等について実証した。

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

84
栄養塩類のニーズに配
慮した運転管理手法等
に関する検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

11,988,000 7月24日
栄養塩類のニーズに配慮した運転管理手法等に
関する検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

85
平成２６年度山村境界
基本調査（大分県津久
見市）に関する業務

株式会社日豊 一般競争入札 10,540,800 7月24日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

86
平成２６年度山村境界
基本調査（佐賀県みや
き市）に関する業務

株式会社日豊 一般競争入札 9,936,000 7月24日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

87
雨天時における公衆衛
生確保に向けた下水道
事業検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

6,966,000 7月24日
雨天時における公衆衛生確保に向けた下水道事
業検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

88

都市公園等整備現況調
査及び都市公園等整備
現況調査システム改良
業務

(株)エム・アイ･エス 一般競争入札 5,918,400 7月24日

都市公園等整備現況調査システムを運用して全
国の都市公園等の整備現況に関する基礎情報
の収集及びとりまとめを行うとともに、都市公園等
整備現況調査システムを改良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)

89

平成２６年度「企業の土
地取引及び土地の所
有・利用状況に関する
調査」

一般社団法人中央調査
社

一般競争入札 4,681,800 7月24日

上場企業及び大企業に対する「土地取引動向調
査」と、中小企業も含む「土地所有・利用状況に
関する企業行動調査」を行い、それぞれの調査
結果を基に企業全体の土地取引に関する意向等
を整理した。

土地・建設産業局不動
産市場整備課情報分析
係
内線：30-244

90

交通分野における高度
な制御・管理システムの
総合的な技術開発の推
進

(独)交通安全環境研究
所

随意契約（企画競
争）

26,998,171 7月25日

鉄道、自動車等の各輸送モードの高度な制御・
管理システムを開発するため、様々な環境下に
おける移動体の位置検知に関する実証実験等を
実施。

総合政策局　技術政策
課
03-5253-8111
内線25627
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91
インバウンドを見据えた
着地型観光調査業務

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画競
争）

19,966,980 7月25日

着地型観光におけるインバウンド対応について、
先進事例を調査しつつ、具体的にモデル地域に
おけるインバウンド対応の実証を通じて地域におけ
る課題の抽出とその解決に向けた検討を行う。

観光庁観光地域振興部
観光資源課
tel：03-5253-8111(内
線27-823)

92
ベトナム国における港湾
基準策定に関する協力
推進検討業務

共同提案体　（代）（一
財）　国際臨海開発研
究センター他１社

随意契約（企画競
争）

19,348,479 7月25日

「港湾施設の国家技術基準の策定に関する協力
に係る覚書」に基づく協力を推進することを目的と
し、我が国の港湾基準のベトナムへ国のカスタム
メイド化に必要となる技術説明資料、技術基準案
及び施工基準のベトナム国への適用を想定した
目次案の作成等を行った。

国土技術政策総合研究
所
港湾施設研究室
046-844-5018(代表）

93
平成２６年度歩行者移
動支援サービスの普及
促進に向けた検討調査

（株）パスコ
随意契約（企画競
争）

14,990,400 7月25日
ユニバーサル社会の実現に向けた、歩行者移動
支援サービスの導入及び普及促進の方策を検討
し取りまとめを実施。

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

94
事故の危険性に影響を
及ぼす道路構造の特徴
調査・整理業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画競
争）

14,958,000 7月25日

幹線道路を対象とした道路構造や交通状況等か
ら事故の危険性を評価する手法及び道路設計・
改良時の交通安全上の留意事項を整理するた
め、交通安全に関する技術資料及び事故危険箇
所等において実施する現地調査から得た情報を
基に事故の危険性に影響を及ぼす道路構造の特

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

95
平成２６年度歩行者移
動支援に係る技術情報
検討調査

（株）パスコ
随意契約（企画競
争）

13,986,000 7月25日
歩行者移動支援サービスの視覚障害者対応及
び災害時活用の可能性について課題検討を実施

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）

96

地理空間情報ライブラ
リー活用促進のための
地理空間情報の共有・
相互利用促進に関する
調査業務

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

9,558,000 7月25日
地理空間情報ライブラリーの活用促進のため、シ
ステム構築等に関する調査や有識者から得られ
た意見等を取りまとめる。

国土地理院企画部地理
空間情報企画室
tel：029-864-1535

97

平成２６年度官庁施設
の長寿命化に係る保全
手法・評価手法の調査
検討業務

（一財）建築保全セン
ター

随意契約（企画競
争）

18,900,000 7月28日
官庁施設を長寿命化し、長期間使用する際に必
要な保全手法及び修繕や改修に必要な劣化評
価のあり方に関する検討に必要な調査を行った。

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）
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98

平成２６年度地理空間
情報に関するアプリケー
ション・サービス普及促
進業務

慶應義塾大学
随意契約（企画競
争）

16,910,742 7月28日

地理空間情報（Ｇ空間情報）を国・地方公共団
体、民間企業、ＮＰＯ等による行政サービス等（企
業・ＮＰＯ等が担うものや学校教育等を含む。）の
効率化・高度化や地域活性化に活用し、イノベー
ションを生み出すという観点から行政と民間等の
多様な主体が情報・アイデアを交流させ、新しい
アプリケーションやサービスを創出する場として、
プレアイデアソン・アイデアソン・ハッカソン・マーケ

国土政策局
国土情報課　ＧＩＳ第二
係
tel：03-5253-8353

99
平成２６年度離島の交
流推進支援調査業務

（株）ニューズベース 一般競争入札 10,368,000 7月28日

全国の離島地域から出展者が都心に集まり「島と
都市部との交流」「島と島との交流」を通じて定住
促進を図る事業である「アイランダー」を開催し、
離島の魅力の情報発信を行う場を提供するととも
に、都市住民の離島に対するニーズの把握を目
的とした調査業務（参加者等へのアンケート、ヒア
リング等）を行う。

国土政策局離島振興課
Tel:03-5253-8421

100
建築保全業務委託に係
る調査検討業務

（一財）建築保全セン
ター

随意契約（企画競
争）

9,115,200 7月28日

より実状を踏まえた的確な保全業務の技術基準
の整備に資することを目的とし、建築物の保全業
務について、その委託状況や業務内容に関する
実態把握を行った。

官庁営繕部計画課保全
指導室保全企画係
tel：03-5253-8111
（内線　23-317）

101
瀬戸内海浮遊ごみ情報
活用検討業務

（一社）日本マリーナ・
ビーチ協会

随意契約（企画競
争）

8,964,000 7月28日

海面清掃兼油回収船により、瀬戸内海における
浮遊ごみ回収をより効率的に行えるよう、浮遊ご
みの状況及び効率的な運用方策について検討を
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

102
平成２６年度山村境界
基本調査（福島県塙町）
に関する業務

株式会社　大輝 一般競争入札 5,767,200 7月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

103
平成２６年度山村境界
基本調査(岩手県山田
町）に関する業務

有限会社　二戸技術 一般競争入札 2,030,400 7月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

104
平成２６年度山村境界
基本調査（北海道北見
市）に関する業務

株式会社八州 一般競争入札 1,674,000 7月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

105
既存ストックを活用した
高度処理推進検討業務

(公財）日本下水道新技
術機構

随意契約（企画競
争）

18,900,000 7月29日 既存ストックを活用した高度処理推進検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

106
病原性微生物に係る指
標微生物に関する検討
業務

(公財）日本下水道新技
術機構

随意契約（企画競
争）

10,908,000 7月29日
病原性微生物に係る指標微生物に関する検討を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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107
情報通信技術を活用し
た観光振興策に関する
調査業務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画競
争）

10,000,000 7月29日

進展しつつあるＩＣＴを利活用した観光振興策につ
いて、来訪者あの観光行動（旅行前、旅行中、旅
行語）に即した形でサービス内容の調査を行った
うえで、サービスごとの特性を整理し、観光地域づ
くりに取り組む地域の問題意識や来訪者のニーズ
に応じて、地域関係者が利活用できるサービスを
提示することを目的とする。

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

108
下水道による水環境改
善に関する技術的課題
と対応方策検討業務

公益社団法人土木学会
随意契約（企画競
争）

7,830,000 7月29日
下水道による水環境改善に関する技術的課題と
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

109

排水再利用・雨水利用
システム計画基準改定
に関する基礎調査資料
作成業務

(株)森村設計
一般競争入札（総
合評価方式）

5,076,000 7月29日

排水再利用・雨水利用システム計画基準改定の
ために必要な関連法令、地方自治体の関係条例
及び指導事項等の情報収集並びに排水再利用・
雨水利用技術に関する動向及び設置事例等に
ついての調査を行い、今後の基準改定のための
基礎資料の作成を行った。

官庁営繕部設備・環境
課機械基準係
tel：03-5253-8111
（内線　23-746）

110
国土交通行政に資する
ビッグデータの活用に関
する調査業務

富士ゼロックス(株)
随意契約（企画競
争）

4,968,000 7月29日
国土交通分野における、ビッグデータ活用のニー
ズと活用可能性について網羅的に整理を行った。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

111
都市浸水対策等検討業
務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

34,894,800 7月30日 都市浸水対策等検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

112
平成２６年度　今後の災
害時における道路管理
のあり方に関する検討業

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

29,754,000 7月30日
近年の自然災害発生状況を踏まえ、道路構造物
等の管理のあり方について検討する

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企画
係

113
平成２６年度道路被災
情報の集約システムに
関する検討業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

19,990,800 7月30日

自然災害発生時に道路管理者が実施する通行
規制及び自然災害による被災情報を集約し、関
係機関での情報集約・共有等に関する仕組みに
ついて検討するものである

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

114
平成２６年度　今後の
「道の駅」の新たな展開
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）

19,960,560 7月30日

個性ある取り組みを行っている「道の駅」の実態
調査、「道の駅」に対する多様な主体のニーズ調
査等を行い、今後の「道の駅」の価値を一層高め
るための取り組みや支援方策について検討する

道路局国道・防災課交
通安全事業係
tel：03-5253-8492

115
平成２６年度　「道の駅」
政策企画補助等業務

平成２６年度　「道の駅」
政策企画補助等業務日
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）

19,872,000 7月30日

「道の駅」関係者および一般への情報発信の強
化方策を検討するとともに、「道の駅」の一定の
サービス水準を維持・向上するための方策につい
て検討する

道路局国道・防災課交
通安全事業係
tel：03-5253-8492
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116
道路（平面部）の液状化
による被害の影響要因
に関する調査業務

中央開発（株）
随意契約（企画競
争）

19,116,000 7月30日

本業務では、地盤の液状化により道路（平面部）
に発生した被害について、舗装構成、地盤状況
及び占用物件との関係を明らかにし、道路（平面
部）の液状化対策検討に必要な基礎資料を作成

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

117
平成２６年度　道路交通
安全データの評価分析
に関する業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画競
争）

14,990,400 7月30日

国内外の道路交通安全データや関連データ（人
口等）を用いた分析の①手法開発、②実施、なら
びに③結果のとりまとめを行う。特に、属性毎の比
較分析ならびに経年分析を主体的に行う

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

118
平成２６年度　冬期道路
管理の効率化に関する
検討業務

開発技建（株）
随意契約（企画競
争）

13,932,000 7月30日

平成２６年２月の関東地方を中心とする大雪な
ど、近年の局地的な大雪の発生を踏まえ、地域
毎の気象特性に応じた冬期道路管理水準のあり
方を検討するとともに、冬期道路管理水準を確保
した上で更なる除排雪作業を始めとする冬期道
路管理方法の効率化について検討する

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

119
平成２６年度　道路交通
安全施策の基礎的調査
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）

11,988,000 7月30日

次期交通安全基本計画の策定に向け、新たな交
通安全施策の立案検討に必要な基礎資料をとり
まとめる。さらに、事故削減目標達成のために、個
別施策の効果を分析し、それらの効果的な進め
方について検討する

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

120
平成２６年度　道路交通
安全施設の整備促進に
関する基礎的調査業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

11,988,000 7月30日

ラウンドアバウトの整備が相応しい交差点の特性
や技術的な課題、推進方策等に関する検討を行
うとともに、通学路における道路交通安全対策に
関する検討を行う

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

121
流域における汚濁負荷
削減方策検討業務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

9,990,000 7月30日 流域における汚濁負荷削減方策検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

122
プローブ情報を活用した
物流支援サービス運用
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）

9,936,000 7月30日
プローブ情報を活用した物流支援サービスについ
て、類似事例の収集・分析、サービス利用者の便
益推定、運用形態案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
tel : 029-864-4496

123
平成２６年度　道路防災
情報の提供に関する検
討業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

9,936,000 7月30日

国土交通省が整備を実施している道路に関する
ハザードマップの高度化及びTwitter等のソーシャ
ルメディアの活用について検討をすることで、より
効果的な道路防災情報提供の促進を目的とする

道路局国道・防災課道
路防災対策室保全企画
係
tel：03-5253-8489

124
不動産鑑定評価におけ
る既存建物評価に関す
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）

8,370,000 7月30日
鑑定評価に活用するための建築分野における情
報の収集・整理、既存建物評価に関する鑑定評
価上の課題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
鑑定評価基準係
tel:03-5253-8378
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125
平成２６年度山村境界
基本調査（石川県白山
市）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 7,830,000 7月30日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

126
下水道における化学物
質等の挙動検討業務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

6,933,600 7月30日 下水道における化学物質等の挙動検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

127

官庁施設における建築
非構造部材及び建築設
備の設計等に関する資
料収集等業務

（一社）公共建築協会
一般競争入札（総
合評価方式）

6,480,000 7月30日
建築非構造部材及び建築設備の耐震性能等に
係る技術情報の収集、整理等を行った。

官庁営繕部整備課建築
基準第一係
tel：03-5253-8111
（内線　23-444）

128
平成２６年度山村境界
基本調査（岐阜県白川
町）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 5,173,200 7月30日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

129
北陸地方における地方
都市再生に向けた整備
等に関する調査業務

（株）日本海コンサルタン
ト

随意契約（公募） 4,968,000 7月30日

北陸地方における地方都市再生整備に向け、中
心市街地居住における需要調査・事業の意欲調
査・世界の先進事例調査・空き家対策調査及び
分析により北陸地方にふさわしい整備のあり方を

北陸地方整備局建政部
都市・住宅整備課企画
調査係
tel：025-280-8755

130
平成２６年度山村境界
基本調査（栃木県茂木
町）に関する業務

株式会社都市開発コン
サルタント

一般競争入札 4,050,000 7月30日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

131
平成２６年度山村境界
基本調査（新潟県刈羽
村）に関する業務

株式会社大輝 一般競争入札 3,099,600 7月30日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

132
再生水送水に係る送水
距離及び電力消費量算
定等業務

パシフィックコンサルタン
ツ㈱

随意契約（少額随
契）

993,600 7月30日

再生水処理施設から再生水利用地区まで再生
水を送水するのにかかる送水管の管径と距離、
送水ポンプの電力消費量の算定、ポンプの汎用
電動機容量の調査を行った。

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

133
下水道環境教育のため
の夏季ワークショップ開
催支援業務委託

日本トイレ研究所
随意契約（少額随
契）

993,600 7月30日
下水道環境教育のための夏季ワークショップ開催
支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

134
加速度計を用いた外壁
診断装置による精度検
証用データ計測等業務

アプライドリサーチ㈱
随意契約（少額随
契）

950,400 7月30日
加速度計による加速度信号が打音代替法として
妥当であるかを検証するため、実物大の試験体
を用いてデータを計測・解析し、整理した。

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

135
政府系金融機関の海外
投資業務等に関する調
査研究事業

弁護士法人瓜生・糸賀
法律事務所・Ｕ＆Ｉアドバ
イザリーサービス(株)共
同企業体

随意契約（企画競
争）

24,813,000 7月31日
政府系金融機関による適切な海外投資業務等
を確保する観点から、JOINの設立及び業務運営
に必要となる事項の調査研究を行うもの。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25916
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136
下水道事業の広域連
携・広域支援等の取組
に関する検討業務

日本上下水道設計（株）
随意契約（企画競
争）

19,818,000 7月31日
下水道事業の広域連携・広域支援等の取組に関
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

137

平成２６年度　公共工事
における企業の技術力
の評価手法に関する検
討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

16,081,200 7月31日
公共工事の入札契約において企業の技術的能
力を適切に評価するための基礎資料の作成及び
検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22337)

138
平成２６年度　道路橋の
点検情報の分析等に関
する検討業務

平成２６年度　道路橋の
点検情報の分析等に関
する検討業務　ＪＢＥＣ・
日本みち研究所共同提
案体

随意契約（企画競
争）

15,120,000 7月31日
道路橋の維持管理等に活用するために、地方公
共団体の道路橋等のデータについて整理し、活
用方法を検討する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

139
平成２６年度　道路空間
の適正利用及び有効活
用に関する検討業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

14,990,400 7月31日

道路空間の適正利用を図るため、路上駐車によ
る交通機能阻害（外部不経済）について定量化
し、利用者責任を明確にするとともに、面的な既
存道路の有効活用（空間再配分）による道路環
境整備に向けた検討を行う

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

140
平成２６年度　道路交通
への路上工事による影
響に関する検討業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

14,979,600 7月31日

道路交通への路上工事による影響の最小化に向
けた、路上工事の渋滞損失等の影響を面的かつ
簡易に把握できる仕組みを分析・評価するととも
に、路上工事の縮減施策等の誘導策の導入手

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

141
機械式立体駐車場の安
全性向上に向けた検討
調査業務

（公社）立体駐車場工業
会

随意契約（企画競争） 14,828,400 7月31日

本年３月に策定・公表された、「機械式立体駐車
場の安全対策に関するガイドライン」の公表後の
取組状況を含め、機械式立体駐車場の実態調
査を行い、安全性の更なる向上に向けた検討を
行う。また、機械安全に関する国際規格に基づ
き、機械式立体駐車場の安全基準の標準化に向

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

142
今後の駐車場施策のあ
り方に関する検討調査
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） 14,796,000 7月31日

地域の実情や将来の都市像に合わせた駐車場
整備を目指す動きが生まれている中、地方自治
体を対象とした実態調査や構想・計画策定支援
及び先導的なモデルの構築を行うことによりその
実例を示し、その過程で生じた課題や課題に対す
る解決策の抽出・整理を行う。また、近年、環境
対応車の普及、超小型モビリティの開発等により、
駐車場の構造・設備に対するニーズも多様化して
いるため、駐車場法に基づく技術的基準に関する
検証・分析を行い、課題の抽出・整理を行う。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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143
事故発生位置情報を用
いた事故分析総合シス
テムの研究開発

公益財団法人交通事故
総合分析センター

随意契約（公募） 9,999,000 7月31日

2012年から全ての人身事故に附与されることと
なった事故発生位置の座標（経度、緯度）を用い
て、位置情報の入力支援・品質管理から位置情
報を考慮した事故分析までを網羅できる，総合的
な事故分析システム（人身事故情報システム）を
地理情報システム(GIS)を援用して研究・開発す

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

144
自転車交通の利用促進
施策の評価等に関する
検討業務

（公社）日本交通計画協
会

随意契約（企画競争） 9,838,800 7月31日

特に市街地部における自転車利用の促進を図る
ことを目的に、走行空間ネットワーク、自転車駐輪
施策及びコミュニティサイクル等の自転車利用促
進に係る総合的な取組について、各種データの
分析を行い、課題を抽出・整理し、先進的な取組
事例の整理等を行い、自転車利用推進施策の評

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

145
平成２６年度　四国圏広
域地方計画推進検討等
業務

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（公募） 7,992,000 7月31日

1．「四国圏広域地方計画」の推進・検及び本計
画の評価（中間）に向けた取りまとめ　2．社会資
本メンテナンスの整理・分析、課題抽出及び今後
の対策案等のとりまとめ

四国地方整備局
広域計画課
計画調整係
tel：087-811-8309

146
都市空間の魅力増進の
推進体制に係る基礎的
調査

（株）都市環境研究所 随意契約（企画競争） 6,966,000 7月31日

都市空間の魅力の増進として、居心地を抑止、
賑わい・活気を創出するいわゆるプレイスメイキン
グに係る先進的取組とその推進体制等を取りまと
めるとともに広報方策の素案を取りまとめることを

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

147
官庁施設の機能維持の
ための被災情報の共有
方策等検討業務

(株)ファインコラボレート
研究所

随意契約（企画競
争）

6,804,000 7月31日

被災情報を効率的かつ確実に共有するためのしく
みに関する検討を行うとともに、施設機能の点検
項目をまとめた既存チェックシートの見直し等を
行った。

官庁営繕部計画課整備
計画係
tel：03-5253-8111
（内線　23-324）

148

羽田便活用によるマレー
シア・インドネシアからの
ムスリム旅行者誘客強
化事業

（株）デイリー・インフォー
メーション

随意契約（企画競
争）

6,091,200 7月31日

成長著しい東南アジア市場をターゲットとして、知
名度向上と訪日旅行者の増大を図る。マレーシ
ア・インドネシアを対象として、メディア・旅行業者
を招請し広告宣伝によるメディアへの露出を行う
とともに、旅行博に出展し訪日外国人旅行者の増

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

149

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第４２
条（架空電車線路等の
接近又は交差）等に関
する調査検討

（一社）日本鉄道電気技
術協会

一般競争入札 5,940,000 7月31日

鉄道の電気設備及び運転保安設備関係の技術
基準について、今後の見直しの基礎資料とするた
め、基準運用上の問題点や新技術について調査
検討を行ったもの。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

150

平成２６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・
分析業務

社会システム（株） 一般競争入札 3,072,600 7月31日
第4次国土利用計画（全国計画）の進捗管理の
ため、国土利用の質的状況に係るモニタリングを
継続実施した。

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）

151 管内交通量推計業務
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

一般競争入札（総
合評価方式）

2,100,000 7月31日
H22道路交通センサスの各種集計結果を用い、
東北地方整備局管内を対象とした現況交通量の
再現、将来交通量推計を実施したもの。

東北地方整備局道路計
画第二課調査係
tel.022-261-3170
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152
小笠原諸島の自立的発
展に向けた産業振興に
関する調査

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画競
争）

12,871,440 8月1日
小笠原諸島における農水産業振興に関する調
査、小笠原諸島における観光振興に関する調査
を行う。

国土政策局
特別地域振興官付
小笠原振興係
tel:03-5253-8424

153
平成26年度　南部アフリ
カ等における市場開拓
調査等業務

南部アフリカインフラ市
場開拓調査共同提案体
（日本コンサルタンツ
（株））

随意契約（企画競
争）

12,474,000 8月1日

モザンビーク等について、都市開発、インフラに係
る情報収集などをおこなうことにより、これからの
市場参入の可能性を調査するものである。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

154

平成２６年度アジアの都
市環境問題に関する国
際機関との連携推進業
務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画競
争）

9,471,600 8月1日

経済協力開発機構との連携による会議を開催
し、アジア諸国における都市環境問題の克服を都
市の発展と経済成長につなげていくための政策ビ
ジョンを検討するものである。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

155
地籍測量における新技
術調査検討業務

一般社団法人　日本国
土調査測量協会

一般競争入札 6,523,200 8月1日

地籍測量の効率的な実施に向け、地籍図根点や
細部図根点の配置密度、多角路線の設定方法、
次数の取り扱いを見直すために必要な課題の整
理や実地検証測量を行い、地籍調査作業規程
準則及び関係する規程類の改正に必要な資料を

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

156
平成２６年度むつ小川
原開発推進調査

（一財）北海道東北地域
経済総合研究所

随意契約（企画競
争）

6,293,160 8月1日

むつ小川原開発地区を企業立地敵地として一層
の魅力向上等に資するよう、同地区への宿泊等
のサービス施設の立地可能性や、それらのサービ
スのあり方について調査･検討を行った。

国土政策局広域地方政
策課開発班
tel:03-5253-8369

157
平成26年度公共測量に
関する課題の調査検討
業務

（公社）日本測量協会
随意契約（企画競
争）

10,260,000 8月4日

公共測量の円滑な実施のために必要な技術的
課題等について、その解決方法を得るために測
量技術の動向を踏まえた現況課題の調査及び外
部有識者の検討結果を取りまとめる。

国土地理院企画部技術
管理課
tel：029-864-4626

158
街路樹の保全･再整備
技術に関する調査業務

（一財）日本緑化セン
ター

随意契約（企画競
争）

9,936,000 8月4日

街路樹の保全及び再整備に関する施工事例及
び具体的な保全・再整備技術をとりまとめるととも
に、近年における街路樹の緑化技術の動向につ
いて整理するもの

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

159

公的不動産（ＰＲＥ）に係
る不動産証券化手法の
活用等に関する調査検
討業務

みずほ総合研究所株式
会社

随意契約（企画競
争）

7,873,200 8月4日

公的不動産（ＰＲＥ）の活用を促進し、また、投資
対象の多様化を図るため、公的不動産（ＰＲＥ）に
係る不動産証券化手法の活用等に関する調査
分析、検討等を行った。

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

160
社会資本情報プラット
フォームの構築に向けた
検討業務

(株)三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

39,960,000 8月5日

国、地方自治体等における社会資本の施設・管
理情報を分野横断的に収集・整理し活用する「社
会資本情報プラットフォーム」の構築に向けた検
討等を行うことを目的とするもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22354)
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161
ラウンドアバウトの実導入
に関する調査分析業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

24,732,000 8月5日

ラウンドアバウトの適用条件の検証や設計法の提
案を目的に、試験走路での走行調査及び交通流
シミュレーション等について、様々な条件を想定し
て実施し、ラウンドアバウトに適切な構造や交通容
量等を分析した。

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

162

平成２６年度地理空間
情報を活用した防災対
策の高度化に向けた検
討業務

（一財）日本情報経済社
会推進協会

随意契約（企画競
争）

19,361,178 8月5日
東京駅周辺において、高精度測位環境を可能と
する実証実験等を行い、必要な電子地図やナビ
技術等の効率的かつ効果的な整備方策を検討。

国土政策局
国土情報課　調査・分
析係
tel：03-5253-8353

163
密集市街地の改善整備
方策に関する調査検討
業務

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

18,975,600 8月5日

平成27年度に住生活基本計画（全国計画）の目
標設定期間の中間地点を迎えるにあたって、地
震時等に著しく危険な密集市街地等の改善整備
に取り組む地区におけるそれぞれの取組状況調
査を基に、抽出地区における進捗管理・評価手
法等の分析検証を行い、改善整備の進捗状況把
握方策を検討することを目的とする

住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
企画係
内線39-677

164
大規模住宅団地の更新
にあわせた生活支援施
設の整備方策検討調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画競
争）

15,984,000 8月5日

大都市近郊地域等の大規模住宅団地の更新に
あわせて整備される地域の高齢者・子育て世帯
向け等の生活支援施設について、現況把握と課
題整理等を行い、団地の再編・再生にあわせた
地域の生活支援施設の整備のあり方を検討する
ことを目的とする

住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
企画係
内線39-677

165
木材を利用した官庁施
設の整備コスト抑制に関
する検討業務

(株)ファインコラボレート
研究所

随意契約（企画競
争）

13,770,000 8月5日
木材を利用した官庁施設の整備コスト抑制に資
する手法をとりまとめるための検討を行った。

官庁営繕部整備課木材
利用推進室木造企画係
tel：03-5253-8111
（内線　23-474)

166
新たなマンションの再生
手法に関する調査検討
業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画競
争）

11,998,800 8月5日

建替えに係る新たな選択肢として創設されたマン
ション敷地売却を活用してマンションの再生を行う
場合において、再生の主体である区分所有者の
ほか、関係権利者や専門家等にとって参考となる
資料の整理・検討等を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
マンション政策室
計画管理係
内線39-644

167
平成２６年度　我が国建
設産業のベトナム展開
促進業務

一般社団法人　海外建
設協会

随意契約（企画競
争）

8,493,033 8月5日
ベトナム国建設省やベトナム建設企業などとの協
力関係を構築し、建設産業の交流促進を図ること
を目的に、日・ベトナム建設会議を開催した。

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

168

平成25年度マンション総
合調査を踏まえた標準
管理規約等の見直しに
係る調査検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画競
争）

5,994,000 8月5日

平成２５年度マンション総合調査を踏まえた標準
管理規約・ガイドライン等の見直し検討及び専門
家を活用した管理者管理制度の導入に係る調査
等を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
マンション政策室
調査指導係
内線39-683
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169
騒音対策を目的とした
啓発に関する測定業務

㈱公共計画研究所
随意契約（少額随
契）

691,200 8月5日
高騒音車の抑制に資することを目的とし、現場で
のビデオ撮影およびデータ整理を行うもの

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

170
Ｈ２６管内整備効果調査
検討業務

三井共同建設コンサル
タント（株）

随意契約（公募） 24,991,200 8月6日
管内の道路事業について、交通実態を踏まえ、
事業の必要性や整備効果をとりまとめ、公表用資
料、関係機関調整資料等を作成。

関東地方整備局首都国
道事務所計画課
tel：047-362-5136

171
平成２６年度　無電柱化
推進方策に関する検討
業務

（一財）日本総合研究所
随意契約（企画競
争）

19,980,000 8月6日

無電柱化の現状を多角的に把握できるよう各種
データを整理し、次期計画の策定に資する分析
等を行うとともに、無電柱化を一層推進（スピード
アップ）する際の主なネックであるコスト上の課題
への対応策を幅広く検討する

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

172
平成２６年度　道路分野
の海外展開に関する検
討業務

平成２６年度　道路分野
の海外展開に関する検
討業務共同提案体

随意契約（企画競
争）

19,980,000 8月6日

ASEAN域内の広域物流を担う国際回廊（アジア
ハイウェイ、アセアンハイウェイ）の標準的な舗装
性能や車両通行管理の仕組みを提案するととも
に、道路分野の海外展開を支援する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

173

平成２６年度　道路分野
の山岳トンネル海外プロ
ジェクトの発掘・形成調
査業務

平成２６年度　道路分野
の山岳トンネル海外プロ
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）

19,980,000 8月6日
今後各国で整備を予定している山岳トンネルにつ
いて、日本企業の優位性を活用できるプロジェクト
を発掘・形成する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

174
平成２６年度　道路技術
モデル事業による海外
普及性調査業務

平成２６年度　道路技術
モデル事業による海外
普及性調査業務　八千
代エンジニヤリング・日
本道路・国際建設技術
協会企画競争共同提案

随意契約（企画競
争）

19,980,000 8月6日
我が国の道路技術を海外市場に展開するためモ
デル事業等を実施し普及性を調査する

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

175

社会・経済情勢の変化
に対応した集団規定に
係る規制・制度の見直し
に向けた検討調査業務

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

16,491,600 8月6日

建築基準法集団規定（主に形態規制）に関する
規制緩和に係る現状把握及び現状分析やニー
ズに対応するための建築基準法集団規定の制度
見直し等を含めた検討を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
市街地建築安全係
内線39-634

176
民間建築物におけるア
スベスト実態調査の環
境整備に関する調査

JFEテクノリサーチ（株）
随意契約（企画競
争）

14,040,000 8月6日

「建築物石綿含有建材調査マニュアル」を用いた
講習会の実施や建物所有者等に対する普及啓
発のためのパンフレット作成等により、アスベスト実
態調査の推進及び調査者の活用促進を図ると共
に、現場における課題や必要な対策に係る調査
検討を行うことで、民間建築物におけるアスベスト
実態調査を行うに当たっての環境整備を着実に
実施していくための検討を行うことを目的とする

住宅局建築指導課
防火係
内線39-546
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177
LCC参入による地域へ
の経済波及効果に関す
る調査研究

ＬＣＣ参入による地域へ
の経済波及効果に関す
る調査研究三菱総合研
究所・日本空港コンサル
タンツ共同提案体

随意契約（企画競
争）

10,994,400 8月6日
LCC就航に伴う地域への経済波及効果について
定量的、定性的に調査した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

178
平成２６年度新たな入
札契約方式に係る発注
者支援業務

株式会社建設技術研究
所

随意契約（企画競
争）

9,990,000 8月6日
庁舎建設事業の発注に係る入札説明書・仕様書
の作成、入札参加者の評価等の発注者業務の
支援を行った。

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

179

空き家の賃貸流通方策
の検討（個人住宅の賃
貸流通促進のための改
修及び賃貸スキーム構
築を目的とした事業調
査業務）

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

8,996,400 8月6日

個人住宅の改修費用の調達方策及び分担方法
並びに賃貸借契約における改修の部分の取扱い
方法等の課題や解決策を実際の事業を調査対
象として取りまとめるとともに、必要に応じて消費者
ニーズ等の市場調査を実施し、明らかとなった事
業の課題及び解決策を抽出、整理のうえ、一般
的に活用できる賃貸スキームの構築を目的として
報告書を作成することを目的とする

住宅局住宅総合整備課
管理係
内線39-335

180
山村境界基本調査の実
施手法検討業務

公益社団法人全国国土
調査協会

一般競争入札 8,856,000 8月6日
山村境界基本調査の効率的な実施に向けて「杭
先行設置型」及び「既存資料活用型」について検
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

181

新たな建築物用途の立
地ニーズへの対応を図
るための用途規制の弾
力化手法検討調査業務

（株）社会空間研究所
随意契約（企画競
争）

7,980,000 8月6日

用途規制の合理化に関するニーズの分析を行っ
た上で、新たな施設用途を対象として、周辺市街
地に及ぼす影響を紛争事例の調査等により把握
しつつ、各用途地域に求められる環境性能（危険
性、騒音、交通量等）とこれらの施設の有する環
境性能を整理し、用途規制の見直しや円滑な運
用方策の検討を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
市街地建築安全係
内線39-634

182

平成２６年度　我が国建
設企業のベトナム展開に
資する日本国内におけ
る現地人材育成方策等
調査業務

株式会社　佐藤総合研
究所

随意契約（企画競
争）

3,078,000 8月6日
ベトナムにおける日本式の優れた施工能力・品質
等の確保を図るための建設技能者の育成に資す
ることを目的に、委員会等の実施した。

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

183

平成２６年度「第３１回
日韓都市開発協力会
議」に係る会議準備・運
営等業務

(株)オーエムシー 一般競争入札 1,332,720 8月6日
「第３１回日韓都市開発協力会議」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
る会議準備・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)

184
次期道路交通調査に向
けたプレ調査実施に関
する検討業務

次期道路交通調査に向
けたプレ調査実施に関
する検討業務計量計画
研究所・サーベイリサー
チセンター共同提案体

随意契約（企画競
争）

49,982,400 8月7日

平成27年度に実施予定のＯＤ調査（自動車起終
点調査）を効率的に行うため、調査票のレイアウト
やその配布、調査の実施方法等について改善方
策を検討するとともに、その効果を検証するため
のプレ調査を行う

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487
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185
次期道路交通調査に関
する調査手法検討業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

34,851,600 8月7日

平成27年度に実施予定のＯＤ調査（自動車起終
点調査）について、社会的ニーズに対応し、効率
的かつ精度の高い調査を実施するため、調査項
目、マスターデータ作成方法等について検討を行

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

186
交通流推計手法の精度
向上に関する検討業務

社会システム（株）
随意契約（企画競
争）

26,784,000 8月7日

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

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

187
安全運転支援システム
の効果評価に関する調
査業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

21,276,000 8月7日
サービスの有無による運転行動の変化を公道実
験、プローブデータを用いて検証するものである。

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
tel : 029-864-4496

188
道路関係データに関す
る基礎資料作成業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画競
争）

20,984,400 8月7日
今後の施策検討等の基礎資料として、道路関係
データについて、収集・整理を行い、各種施策の
検討に必要となる基礎資料を作成する

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

189
社会経済情勢の変化に
おける交通動向の実態
把握

（株）公共計画研究所
随意契約（企画競
争）

20,898,000 8月7日

将来の交通需要推計等において見込むべき交通
動向等について、自動車の保有形態や自動車の
利用方法等の最新の動向を把握するとともに、推
計値との乖離の有無等について確認する

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

190
都市内高速道路の更新
のあり方に関する検討業
務

都市内高速道路の更新
のあり方に関する検討業
務道路新産業開発機
構・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）

20,736,000 8月7日

整備から半世紀近くが経過し老朽化が進展してい
る都市内高速道路について、「首都高速の再生
に関する有識者会議」等の提言を踏まえ、都市
内高速道路の利用実態や都市における役割等に
ついて整理し、諸外国と比較するとともに更新や
再生のあり方について検討を行う

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

191
即時震害推測システム
改良業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

9,720,000 8月7日

1.｢即時震害推測システム｣活用場面及び運用方
針の整理　2.インフラ施設被災リスク情報の表示
機能の追加　3.防災震度情報の表示機能の追加
4.防災関連システムとの情報連携機能の追加
5.予測手法の更新　6.｢即時震害推測システム｣
マニュアルの作成

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

192
平成２６年度　土工構造
物データベースに関する
検討業務

平成２６年度　土工構造
物データベースに関する
検討業務土木研究セン
ター・日本みち研究所共
同提案体

随意契約（企画競
争）

6,739,200 8月7日

データに基づく法面・土工構造物のメンテナンス
サイクル導入に向け、基盤となる施設データや点
検結果、被災履歴など各種データを収集・整理
するとともに、これまで個々に作成されていたデー
タベースの統合化について、昨年度構築したデー
タベースの現場適用性を踏まえた改良を行う

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企画
係
tel：03-5253-8489
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193
中小造船業経営実態調
査

柿島　勝
随意契約（少額随
契）

987,034 8月7日
中小造船業事業者に対し書面及びヒアリングによ
り収集した情報をとりまとめた報告書

海事局船舶産業課計画
係
tel：03-5253-8634

194
平成２６年度欧州市場
動向調査事業

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）

33,895,800 8月8日 欧州における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27-821)

195
大型車に着目した高速
道路サグ部渋滞対策の
効果調査業務

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）

24,980,400 8月8日

高速道路サグ部における大型車の車両挙動等に
関する整理、交通シミュレーションによるサグ部渋
滞対策の渋滞緩和効果の推計、サグ部渋滞対
策による年間を通じた渋滞緩和効果の試算、海
外諸国におけるACC/CACC(Cooperative ACC)
に関する研究開発等の動向調査、高速道路サグ
部等交通円滑化研究会の資料作成補助を行うも

国土技術政策総合研究
所
道路交通研究部高度道
路交通システム研究室
tel : 029-864-4496

196

平成２６年度　外国人投
資家による我が国不動
産市場への投資促進に
向けた戦略等検討業務

一般財団法人　日本不
動産研究所

随意契約（企画競
争）

13,975,200 8月8日

開発・投資から流通、管理に至るまで、我が国の
不動産市場に関する制度等で外国人投資家に
向けて発信を強化すべき情報や、分かり易く発信
するための具体的手法について検討を行った。

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

197

大規模災害の発生シナ
リオに基づく危機管理方
策検討手法の開発に係
る整理分析等業務

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

11,988,000 8月8日

1.超過的な外力によって発生する災害事例カタロ
グの増補　2.超過外力による災害リスクの重要
度・影響度評価のケーススタディ　3.危機管理方
策検討・評価のケーススタディ　4.ツールキットの
増補・改良、電子化、マニュアル作成等

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

198

平成２６年度　ベトナム
における土地・不動産分
野の法律・制度整備支
援業務

日本工営株式会社 東
京支店

随意契約（企画競
争）

9,936,000 8月8日
ベトナムにおける土地・不動産分野の法律・制度
整備支援を目的とするセミナー　を実施した。

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

199
固体ばら積み貨物の安
全輸送に関する調査研
究

（独）海上技術安全研究
所

一般競争入札 2,623,283 8月8日
固体ばら積み貨物の安全輸送に資することを目
的とした国際会議対応の補佐及び専門的な調査
を行い、その結果及び課題等をとりまとめた報告

海事局検査測度課危険
物輸送対策室
tel：03-5253-8639

200
舗装路面の動的たわみ
計測装置の開発と健全
度評価に関する研究

学校法人東京農業大学 随意契約（公募） 1,598,400 8月8日

本委託研究は、路床の泥濘化や地下埋設物の
老朽化・劣化等に伴う舗装路の構造的欠陥を迅
速かつ的確に把握し、舗装の健全度評価を行うこ
とができる走行式の非破壊検査装置である“動的
たわみ測定装置”を開発し、実舗装において健全
度評価を行う手法を開発した。

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

201
モデル地区における下
水道事業管理に関する
資料整理業務

日本上下水道設計(株)
随意契約（少額随
契）

993,600 8月8日
モデル地区における下水道事業管理に関する資
料整理を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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202
今後の下水道の整備量
等に関するデータ整理
業務

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額随
契）

955,800 8月8日
今後の下水道の整備量等に関するデータ整理を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

203
下水道事業管理計画策
定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）

920,160 8月8日
下水道事業管理計画策定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

204
平成２６年度　中堅・中
小建設企業の海外進出
支援事業

株式会社　日本コンサ
ルタントグループ

随意契約（企画競
争）

14,499,999 8月11日

各企業が海外展開に向けた計画の策定にあた
り、進出ターゲット国において調査を行う際に実施
すべき事項の講義及び意見交換を内容とした「海
外進出戦略策定セミナー」を開催した。

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

205
社会保険等への加入状
況等に関する調査業務

一般財団法人　建設業
振興基金

随意契約（企画競
争）

9,983,476 8月11日
目標達成を見据えた加入徹底方策を検討するた
めの基礎資料として、加入状況や建設企業にお
ける取組状況等の調査結果をまとめた

土地・建設産業局建設
市場整備課
内線24828

206
『東京＋（PLUS）』をテー
マとした外国人観光客
誘客事業（仮称）

（株）びゅうトラベルサー
ビス

随意契約（企画競
争）

5,861,000 8月11日

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

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

207 タイからの誘客促進事業 近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画競
争）

1,712,140 8月11日

世界文化遺産に登録された富士山は、タイ現地
においても「日本」の象徴として認知度が高く、富
士伊豆箱根エリアは他地域に比較して話題性が
高いため、訪日動機の大きな誘客となり得るので
タイ語によるモデルツアールートを盛り込んだ配布
用パンフレットの作成の実施

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

208
中国著名人活用ＰＲ（ブ
ログ及び雑誌）事業

（株）ＪＴＢコーポレート
セールス

随意契約（企画競
争）

1,285,000 8月11日

世界遺産に登録された富士山に代表される訴求
力の高い観光魅力を、中国の女性を中心とした８
０后（80年代生まれ）世代で海外旅行リピーター
層に向けてアピールするため、中国で発言力・影
響力のあるブロガーやメディア関係者を招請し、
本国でのメディア等への露出を図る。

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

209
平成２６年度　一宮第３
高架橋設計検討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（公募） 23,112,000 8月12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

210

大規模災害時における
多様な輸送モードを活
用した支援物資物流シ
ステムの構築に関する

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画競
争）

8,616,000 8月12日

大規模災害時における多様な輸送モードの活用
による支援物資輸送による課題の抽出等を実施
することで、協議会における検討に資する調査検
討結果を提供することを目的とする。

関東運輸局交通環境部
物流課
tel：045-211-7210
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211
平成２６年度沖縄県ＩＴＳ
社会実験に関する調査
業務

(株)長大
随意契約（企画競
争）

7,560,000 8月12日

本業務は沖縄自動車道に整備したＩＴＳスポットか
ら提供している道路情報等に関して社会実験の
モニターへの継続的なアンケート調査・ヒアリング
調査、ＩＴＳスポット広報の企画・実施及び社会実
験協議会の運営支援を実施するものである。

沖縄総合事務局
道路管理課電線共同溝
係
tel：098-866-1915

当初

212
平成２６年度　地籍整備
推進支援業務

ニッセイエブロ株式会社 一般競争入札 6,426,000 8月12日

地籍整備の推進を国として支援するため、今後
震災等で被害が想定される県において効率的な
地籍調査の実施、地籍調査への着手、地籍調査
に対する意識醸成を目的とした出前講座を実施

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

213
山国紀行ツアー造成事
業

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画競
争）

1,827,000 8月12日

今後の訪日旅行者数の更なる増加が予想される
インドネシア及びベトナムを対象としてセールス
コール及び旅行会社招請を行い、山梨県他を訪
れる旅行商品の造成を図り、更なる訪日旅行者
数の増加を目指す。

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

214

マレーシア・シンガポー
ル間高速鉄道計画にお
ける我が国高速鉄道技
術導入促進方策に係る

日本コンサルタンツ
（株）、（株）復建エンジ
ニヤリング

随意契約（企画競
争）

28,999,370 8月14日
日本の高速鉄道技術の導入促進を図るため、技
術事項（防災システム、土木構造物、ルート）、運
行体制、教育・訓練等について検討する。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40793)

215
平成２６年度（第7回）
「循環のみち下水道賞」
資料作成支援業務委託

日本水工設計（株）
随意契約（少額随
契）

993,600 8月14日
平成２６年度（第7回）「循環のみち下水道賞」資
料作成支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

216
道路構造物群の管理状
態に係る点検結果分析
等業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

19,926,000 8月18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、道路構造物群の最新のデータによる管
理状態に係るデータ集の作成、道路橋の耐久性
向上に関わる整理、特定の損傷特徴に関わる整
理、劣化予測の信頼性向上に関わる損傷の特徴
整理を行う。

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

217
北極海航路の利活用に
向けた調査検討業務

北日本港湾コンサルタン
ト・野村総合研究所共同
企業体

随意契約（企画競
争）

15,951,852 8月18日
北極海航路に関する基礎資料を収集・整理する
とともに、北極海航路の経済性、航行実態等につ
いて調査・検討を行う。

総合政策局　海洋政策
課
03-5253-8111
内線24364

218

ASEAN地域における官
民連携による港湾ターミ
ナル運営への参入促進
に向けた検討業務

（一財）国際臨海開発研
究センター

随意契約（企画競
争）

14,664,240 8月18日

本業務は、今年度中に設立予定の海外交通・都
市開発事業支援機構の活用とういう前例のない
条件のもと、港湾関連産業の海外展開の方策や
その効果の分析を行うものである。

港湾局産業港湾課国際
企画室国際調整係
tel：03-5253-8111
（内線46463）

219

汚泥処理施設における
返流水処理工程から発
生する一酸化二窒素量
の推定に関する調査業
務

新日本環境調査（株）
一般競争（総合評
価）

4,957,200 8月19日
対象処理場において、ガスおよび液体試料を採
取し、ガス分析と水質分析を行った。

国土技術政策総合研究
所
下水道研究部下水処理
研究室
tel：029-864-3933
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220
水上オートバイ適正利用
に向けた利用実態に関
する現地調査

（特非）パーソナルウォー
タークラフト安全協会

一般競争入札 2,485,075 8月19日
水上オートバイの利用実態、自治体やマリーナ等
の水域管理状況及びユーザーの意識をとりまとめ
た報告書

海事局船舶産業課舟艇
室企画係
tel：03-5253-8634

221
平成２６年度都市行政
情報データベース改修・
運営業務

システムスクエア(株) 一般競争入札 1,479,600 8月19日

基礎データの更新作業を支援するため、データ
ベースの入力／集計システムである「都市計画
現況調査入力／集計システム」の改良・運営、入
力データの集計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)

222
平成２６年度ＩＴＳスポット
サービス検討業務

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 9,990,000 8月20日

１．アンケート調査　２．ITSスポット利用状況調査
３．情報提供内容の検討　４．ITSスポットコンテン
ツの検討　５．効果的な普及利用促進の検討
６．モニター管理

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

223

表面処理技術を応用し
た腐食鋼桁端部の性能
回復技術に関する研究
開発

（国）琉球大学 随意契約（公募） 9,860,000 8月20日

本委託研究は、腐食した鋼桁橋の桁端部におい
て、高防食性と高耐久性を満足する表面処理技
術の開発を目的として、特殊な表面処理技術
（Cold Spray工法）を防食下地とし腐食鋼桁端部
に応用して、腐食面のブラスト処理、亜鉛粉末を
付着した犠牲防食化および腐食凹凸面の平滑化
を図り、腐食鋼桁端部に対する効果的かつ高耐
久性を有する性能回復技術の提案を行うもので

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

224

平成２６年度　スリランカ
等における専門工事業
者による案件形成促進
調査等業務

（一社）日本機械土工協
会

随意契約（企画競
争）

2,980,800 8月20日

スリランカ及びミャンマーにおいて、専門工事業者
が進出する上で、持っている技術及び技能を駆
使して当該国における適用可能性の調査などを
おこなう。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

225
平成２６年度　建設技術
に係る技術開発のあり方
検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

9,990,000 8月21日

第３期国土交通省技術基本計画の重点プロジェ
クト及び技術政策に関する実態把握や分析、技
術開発の将来ビジョン検討ワーキング（仮称）にお
ける議論を踏まえた課題の整理を行う事により、
短期・長期両方の視点から、国土交通分野にお
ける今後の技術開発のあり方を明らかにする事に
資する事を目的とするもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22346)

226
北海道の都市再生まち
づくり検討業務

（株）ドーコン
随意契約（企画競
争）

5,940,000 8月21日

北海道の今後の人口減少や高齢化に対応し、持
続可能な都市としての課題や対策案について検
討し、地域特性や都市構造、地域公共交通を総
合的に考慮したまちづくり計画の条件整理と策定
フローのとりまとめを行った。

北海道開発局事業振興
部都市住宅課都市事業
管理官付計画・景観係
tel：011-709-2311
（内5878）

227
平成26年度下水汚泥
等の資源有効利用状況
に関する調査業務

（株）日本能率協会総合
研究所

一般競争入札 5,616,000 8月21日
平成26年度下水汚泥等の資源有効利用状況に
関する調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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228

平成26年度下水道にお
ける化学物質排出量の
把握と届出対象外物質
の推計手法検討等の調
査業務

（株）日水コン 一般競争入札 4,525,200 8月21日
平成26年度下水道における化学物質排出量の
把握と届出対象外物質の推計手法検討等の調
査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

229
自然と共生・調和した社
会資本形成・維持推進
のための調査検討業務

(株)パスコ
随意契約（企画競
争）

3,597,264 8月21日

生物多様性保全や持続可能な利用の観点から
の国土保全に向けた取組についてインフラ関係部
局への普及・啓発及びインフラ整備後の自然を維
持管理する取組を行う多様な主体の参画・連携
を促進していくための基礎的情報を整理し、方向
性を検討した報告書を作成した。

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

230
平成26年度下水処理
場における放流水等の
化学物質調査分析業務

（株）日水コン 一般競争入札 15,908,400 8月22日
平成26年度下水処理場における放流水等の化
学物質調査分析を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

231

中国地方における自動
車産業の国際競争力強
化に向けた港湾機能高
度化検討業務

（公社）日本港湾協会 随意契約（公募） 11,880,000 8月22日
中国地方で取扱いのある自動車部品（コンテナ貨
物）の流動実態等を整理し、効率的な輸送を実
現するための港湾機能高度化について検討

中国地方整備局港湾空
港部港湾計画課海岸・
環境係
tel：082-511-3905

232

平成２６年度首都機能
移転の検討に資するた
めの、民間企業等にお
ける危機管理体制の構
築状況等調査

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

9,990,000 8月22日

本調査では、民間企業等の中枢機能の移転や危
機管理機能の強化事例を調査・整理し、首都直
下型地震を念頭に置いた中央政府機関の機能
の維持・継続のあり方や、中央政府機関の分散の
可能性、危機管理機能の中枢に係る優先移転の
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）

233
大都市圏の渋滞ボトル
ネック対策に関する調査
検討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画競
争）

35,964,000 8月25日
渋滞ボトルネック箇所を調査・分析するとともに、
ボトルネック箇所が及ぼす影響及び整備効果を
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

234
道路ネットワークの整備・
管理のあり方に関する検
討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

35,964,000 8月25日
全国的な視野でこれまでの整備効果やネットワー
クの有効利活用のための方法を調査分析すると
ともに、整備・管理のあり方について検討する

道路局企画課道路経済
調査室調査第三係
tel：03-5253-8487

235
平成２６年度　道路橋等
のメンテナンスサイクル
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）

29,840,400 8月25日

道路橋等の点検結果等の評価・公表の実施方
法について検討するとともに、老朽化の現状や対
策について、国民の理解と協働の取組の推進方
法について検討する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

236
平成２６年度　道路の維
持管理に関する検討業
務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

24,948,000 8月25日

平成22年度より運用している維持管理基準（案）
による維持作業の実績データの分析を行い、直
轄国道のサービス目標の達成状況を考慮した基
準（案）の評価・見直しに向けた方向性の検討な

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

237
諸外国の主要都市等と
の道路整備水準の比較
検討業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

19,872,000 8月25日
我が国と諸外国の主要都市等との道路整備水準
に関する基礎的データを整理し、比較・分析を行
う

道路局企画課道路経済
調査室調査第三係
tel：03-5253-8487
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238
構想段階における道路
計画策定プロセスのあり
方に関する検討業務

構想段階における道路
計画策定プロセスのあり
方に関する検討業務三
菱総合研究所・計量計
画研究所共同提案体

随意契約（企画競
争）

18,900,000 8月25日
これまでに実施された構想段階における検討事
例や計画段階評価の実施事例等を踏まえて、道
路計画策定プロセスの課題や改善策を検討する

道路局企画課道路経済
調査室調査第三係
tel：03-5253-8487

239
平成２６年度　安全で快
適な自転車利用環境創
出に関する検討業務

ドーコン・計量計画研究
所共同提案体

随意契約（企画競
争）

15,768,000 8月25日

安全で快適な自転車利用環境の創出に向けて、
各地域において、自転車ネットワーク計画の作成
や自転車通行空間の整備の他、自転車利用促
進や自転車通行空間の効果的利用への取組な
どの自転車利用の総合的な取組等の推進必要
な検討及び資料作成等を行う

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

240
平成２６年度　安全・快
適な歩行空間の創出に
関する検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

15,066,000 8月25日
特定道路等のバリアフリー化の現状把握、自治体
の取組促進に関する検討などを行う

道路局環境安全課道路
交通安全対策室歩行者
自転車係
tel：03-5253-8907

241

平成２６年度　道路事業
における多様な整備効
果の評価手法に関する
検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画競
争）

14,439,600 8月25日

道路事業における評価手法の充実を図るため、
国内・海外の評価体系や便益算出にかかる研
究・適用事例等の調査を行うとともに、実用化に
向けた課題の整理を踏まえて、評価項目や評価
手法の検討等を行う

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

242

複合改修構工法を用い
て改修された外壁の劣
化調査方法に関する実
態調査業務

（株）サトウファシリティー
ズコンサルタンツ

随意契約（少額随
契）

972,000 8月25日

タイル外壁等の改修工法として複合改修構工法
を用いて工事を行っている施工業者または協会・
団体を対象として、同構工法による改修外壁の劣
化調査方法についてヒアリング等調査を行った。

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

243
平成２６年度全国都市
交通特性調査（小規模
調査）

(株)サーベイリサーチセ
ンター

一般競争入札 38,880,000 8月26日

全国の都市交通の実態を把握し、都市交通の側
面から、集約型都市構造化や低炭素都市づくりに
資する施策の推進を図る基礎資料とするため、平
日及び休日における都市の交通特性について、
全国16都市を対象とした実態調査を実施するも

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

244

次期答申に向けた東京
圏における都市鉄道ネッ
トワーク等の今後の方向
性に関する調査

　（一財）運輸政策研究
機構、社会システム
（株）

随意契約（企画競
争）

28,000,000 8月26日
東京圏における都市鉄道の新たな状況変化を考
慮した評価分析等に係る調査を行う。

鉄道局都市鉄道政策課
tel：03-5253-8111
(内40422)

245

海上流出油の回収作業
の効率化を図るための
漂流予測モデル等の開
発等業務

（独）港湾空港技術研究
所

随意契約（公募） 27,921,183 8月26日

本委託業務は、全国に配備されている油回収船
に共通した技術課題の解決のため、海上流出油
の津波作用時における漂流シミュレーションモデ
ルの開発及び海上流出油の港湾内重要施設へ
の漂着抑制技術の開発、並びに油回収海域にお
ける効果的かつ簡易な油回収船等の防染方法
の開発に係る検討を行うものである。

港湾局技術企画課技術
監理室技術基準第２係
tel：03-5253-8111
（内線46623）
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246

平成２６年度中小河川
の護岸法覆工の植生・
景観等に関する調査業
務

（株）建設技術研究所
一般競争（総合評
価）

9,180,000 8月26日

河川において特に環境に配慮した災害復旧が実
施された箇所を中心に抽出し、その植生・景観等
を調査することにより、その環境保全効果を明ら
かにしようとするものである。

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

247
下水道事業における調
達に関する実態調査の
資料等作成補助業務

社会システム（株）
随意契約（少額随
契）

928,800 8月26日
下水道事業における調達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

248

実態調査に基づく劣化リ
スク評価に即した現況検
査に関する調査及び適
用実験に関する業務

（株）アルセッド建築研究
所

随意契約（企画競
争）

27,864,000 8月27日

本業務は、既存住宅の劣化実態に即した現況検
査法の研究に資するため、戸建木造住宅の劣
化・損傷の発現傾向をデータ化・分析すると共
に、現況検査手法の適用実験を行うものである。

国土技術政策総合研究
所住宅研究部住宅生産
研究室
tel : 029-864-4227

249
常時観測道路交通デー
タの収集・加工方法の改
良業務

（一社）システム科学研
究所

随意契約（企画競
争）

23,652,000 8月27日

旅行時間データの収集状況の整理、旅行時間
データの加工方法の改良案の整理、幹線道路の
交通量データの推定方法の改良案の整理及び交
通量データの常時観測機器の配置計画案の作
成を行った。さらに、常時観測道路交通データの
調査方法を整理した。

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

250
公共事業評価手法の高
度化に関する調査業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

12,741,800 8月27日

公共事業の評価手法の高度化及び改善等の調
査研究のための基礎資料として、諸外国の交通
関連公共事業の事業評価・政策評価・予算制
度・進捗管理制度に関する最新状況を収集・整
理するとともに、我が国の公共事業評価事例の整
理・分析を行った。

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

251
航空機ＳＡＲ観測の運
用最適化分析業務

アジア航測（株）
随意契約（企画競
争）

11,880,000 8月27日

災害時におけるＳＡＲ観測の最適なオペレーショ
ンを検討するため、想定される災害対応シナリオ
について航空機搭載ＳＡＲの導入効果の分析や
最適な基本仕様の整理を行った。

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

252

地理空間情報を活用し
た災害時の道路ネット
ワークの評価に関する調
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）

9,936,000 8月27日

1.災害対応行動の拠点と道路ネットワークの関連
の整理　2. 災害対応行動の拠点による道路ネット
ワークの評価　3.災害時の道路ネットワークの評
価のための災害対応行動の集約化(抽出)　4.道
路ネットワークの評価のための指標の検討　5.地
方整備局や地方自治体における道路啓開作業
計画の事例収集と比較　6.啓開優先路線選定に
当たっての指標の検討

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

253 高性能鋳鉄床版の開発 （国）九州工業大学 随意契約（公募） 9,588,520 8月27日

本委託研究は、床版に適する高性能鋳鉄の一体
成形性と自由形状性を活かした応力集中緩和と
溶接レスの実現により、疲労性能の高い安価な床
版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
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254
中長期的な土地政策上
の課題に関する調査検
討業務

一般財団法人　計量計
画研究所

随意契約（企画競
争）

9,482,400 8月27日
「大規模丁未利用地及び見込み地の利活用に関
する実態調査」「優良事例集の収集」を実施、抽
出される土地政策上の論点について整理を行っ

土地・建設産業局企画
課
政策第一係

255
平成２６年度　地震・津
波災害に強いまちづくり
計画支援業務

（株）エイト日本技術開
発　中部支社

随意契約（公募） 4,255,200 8月27日

地震・津波災害に強いまちづくりの促進を図るた
め、自助、公助、共助での取り組みにより地震・津
波災害に強いまちづくりを目指した計画立案や整
備実施を行う際の着眼点・留意点を取りまとめた
「ガイドライン」の更新を行うものである。

中部地方整備局建政部
都市整備課
企画調査第一係
tel：052-953-8573

256

有機系接着剤を用いた
タイル外壁の調査診断
方法に関する実態調査
業務

(株)ドット・コーポレーショ
ン

随意契約（少額随
契）

982,940 8月27日

ＲＣ造建築物の外壁に有機系接着剤を用いたタ
イル張り仕上げ工事を行っている専門工事業者、
業界団体、および有機系接着剤を用いたタイル
張り施工の技術指導等にあたっている接着剤メー
カーを対象として、タイルの浮き等の劣化状態の
確認方法についてヒアリング等調査を行った。

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

257
平成２６年度　防災系移
動通信システムの活用
に関する調査検討業務

（一社）建設電気技術協
会

随意契約（企画競
争）

14,904,000 8月28日
災害時に災害現場で優先して収集が必要な情報
を整理し、その情報の当省の衛星通信設備を用
いた収集手法について調査・検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22366)

258
ＳＡＲ画像等による被災
状況判読手法高度化業
務

（株）パスコ
随意契約（企画競
争）

14,824,080 8月28日

災害時に撮影したＳＡＲ画像等による被災状況判
読手法の高度化を図るため、各種画像の重ね合
わせや画像処理等を行う画像判読支援システム
（試用版）の設計・構築を行った。

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

259

平成２６年度地域の中
核となる産業等の集積
による若者の流入・定着
方策の検討調査

（株）日本総合研究所
随意契約（企画競
争）

11,998,049 8月28日

若者の流入、定着を促進していくための方策につ
いて、人口・産業に関する分析と事例調査を行
い、経済的満足度の向上方策、生活満足度の向
上方策の2つの視点から検討を行った。

国土政策局総合計画課
都市・産業班
tel:03-5253-8111
 （内線29-326）

260

平成２６年度　電気通信
施設整備・維持管理の
効率化に関する調査検
討業務

（一社）建設電気技術協
会

随意契約（企画競
争）

11,988,000 8月28日

維持管理付工事の有効性や課題を把握すること
を目的に、現在までに試行してきた工事を評価
し、今後の適用にあっての改善や拡大方策等の
検討を行うとともに、電気通信施設の健全性や信
頼性を確保しつつ、効率的な維持管理を行う事
を目的に、電気通信施設の個々の設備に適した
長寿命化対策の検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22377)

261
北海道産農水産品の輸
出拡大・高付加価値化
に向けた物流動向調査

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（公募） 9,558,000 8月28日
ＨＡＣＣＰ認定等の高度衛生管理物流に対応した
港湾施設検討のための物流動向調査等

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)

262
平成２６年度山村境界
基本調査（山形県飯豊
町）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 1,944,000 8月28日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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263
訪日外国人旅行者の医
療に関する受入環境整
備事業

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）

49,873,320 8月29日

訪日外国人旅行者が適切な医療サービスをス
ムーズに受けられるよう、外国人旅行者への医療
機関情報提供手法等について検討を行い、国内
の受入環境水準を向上させていくことを目的とし

観光庁参事官（外客受
入担当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-904)

264
観光立国実現に向けた
多言語対応の改善・強
化に関する調査業務

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）

29,849,040 8月29日

地域における多言語表記の統一性や連続性を確
保した多言語対応の改善・強化に関するモデル
事業を実施し、その成果等を基に当該地域での
自立的、継続的な受入環境の整備及び他地域
への活用・普及に繋げていくとともに、ガイドライン
を関係者に周知して積極的取り組みを促進し、受
入環境水準を向上させていくことを目的とする。

観光庁参事官（外客受
入担当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-904)

265
平成２６年度住宅市場
動向調査業務

（株）三菱総合研究所 一般競争入札 22,356,000 8月29日

住生活基本計画に位置づけられた市場重視・ス
トック重視の視点を踏まえ、市場機能が適切に発
揮される条件を整備し、既存ストックの質を高めな
がら有効に活用していくための住宅政策のあり方
や住宅に関する予算、税制、融資の企画立案等
の基礎資料を得ることを目的とする

住宅局住宅政策課
企画調整係
内線39-234

266
通訳案内士制度周知徹
底の充実・強化事業

（株）ブリックス
随意契約（企画競
争）

16,740,000 8月29日

訪日外国人旅行者に安心して快適な観光するこ
とができる環境を提供し、満足度の向上とリピー
ター化を進めていくため、訪日外国人旅行者へ無
資格ガイドによる質の悪いツアーに関する注意喚
起を行うとともに、旅行会社やランドオペレータ等
に通訳案内士制度の周知を図り、質の悪いツ
アーを抑制することを目的。

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

267
近畿圏における都市鉄
道のあり方に関する調査

（一社）システム科学研
究所、（株）地域未来研
究所

随意契約（企画競
争）

13,975,200 8月29日
近畿圏における都市鉄道の新たな状況変化を考
慮した評価分析等に係る調査を行う。

鉄道局都市鉄道政策課
tel：03-5253-8111
(内40422)

268
平成２６年度物流事業
者のEC市場参入促進の
ための検討調査業務

ロジザード（株） 一般競争入札 5,508,000 8月29日
物流事業者のEC市場への参入に関する課題、ス
タートアップマニュアル、将来の展望等に関して取
りまとめた報告書。

総合政策局　物流産業
室
03-5253-8111
内線25330

269
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

群馬県知事
随意契約（競争性
なし）

957,260 8月29日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

270
沿道における大気汚染
物質と健康影響等に関
する調査業務

（一財）日本みち研究所
随意契約（企画競
争）

16,999,200 9月1日

微小粒子物質の生成機構及び健康影響に関す
る疫学・毒性学等の知見を調査・整理するととも
に、微小粒子状物質と沿道居住者等の健康影響
との関係について、一般的因果関係が認められる
か否かについて調査検討を行う

道路局道路交通管理課
訟務係
tel：03-5253-8482
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271
平成２６年度車両機器
に係る振動の影響に関
する調査研究

（公財）鉄道総合技術研
究所

随意契約（企画競
争）

11,988,000 9月1日

輪軸からの入力により各部に発生する振動が車
両機器に与える影響について検証を行うため、過
去に発生した車両機器落下事例の実態調査及
び分析を行うと共に、同種の振動が車両機器に
与える影響についての評価手法の検討を行った

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

272
維持管理情報を統合管
理できるＣＩＭモデルの開
発・試行業務

JV:八千代エンジニヤリ
ング・日本工営設計共
同体

随意契約（企画競
争）

11,779,400 9月1日

本業務は、設計段階で作成した３次元モデル、お
よび既設構造物を対象として作成した安価かつ
簡易な３次元可視化モデルに様々な属性情報を
付与したモデル（以下、CIMモデルという）を維持
管理で活用することを想定し、既存の維持管理
データベース等で管理されている情報を３次元モ
デルに属性情報としてリンクさせることで、３次元モ
デルをプラットフォームとして維持管理情報を統合
管理できる仕組み（以下、維持管理情報統合プ
ラットフォームという）の実運用を想定したプロトタイ
プ（試行版）を構築する。

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

273
コストキャップ型下水道
計画策定手法一般化業
務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

8,532,000 9月1日

過年度に愛知県美浜町で実施したコストキャップ
型下水道計画の事例や平成26年度に新たにコス
トキャップ型下水道計画の検討を実施するモデル
都市の事例を基に、コストキャップ型下水道計画
手法を全国の地方公共団体が導入しやすいよう
に一般化し取りまとめた。

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

274

鉄道の土木技術基準に
関する検証とその対応
の方向性等に係る調査
検討

（一社）日本鉄道施設協
会

一般競争入札 4,926,151 9月1日

軌道の維持管理マニュアルを活用した技術継承
に資する教育の検討、及び技術継承の観点によ
る同マニュアルの検証を行い、今後に作成する技
術継承に係るマニュアルに反映させることを目的
とした調査検討。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

275
踏切の警報時分等に関
する調査研究

（公社）日本交通計画協
会

一般競争入札 4,320,000 9月1日

近年、社会的な関心が高まっている踏切における
高齢者等の事故について現状把握をするため、
踏切保安設備の設備状況、警報時分、事故の発
生状況の関連性について調査研究を行ったも

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

276
平成２６年度山村境界
基本調査（大阪府河内
長野市）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 4,082,400 9月1日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

277
平成２６年度山村境界
基本調査（高知県室戸
市）に関する業務

株式会社松本コンサル
タント

一般競争入札 3,240,000 9月1日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

278
平成２６年度山村境界
基本調査（鳥取県日南
町）に関する業務

日進測量株式会社 一般競争入札 2,980,800 9月1日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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279
暴露試験片の腐食量計
測業務

ＪＦＥテクノリサーチ(株)
随意契約（少額随
契）

995,760 9月1日
本業務では、監督職員が貸与する118個の暴露
試験片（鋼球暴露試験供試体）の腐食減耗量に
ついて計測する。

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

280
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

愛知県知事
随意契約（競争性
なし）

966,000 9月1日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

281
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

埼玉県知事
随意契約（競争性
なし）

649,300 9月1日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

282
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

茨城県知事
随意契約（競争性
なし）

637,680 9月1日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

283
波力等海洋エネルギー
発電施設の安全対策の
ための調査研究

（一財）日本船舶技術研
究協会、（独）海上技術
安全研究所、国立大学
法人東京大学

随意契約（企画競
争）

43,996,946 9月2日
浮体式波力等発電施設の安全に必要な技術的
調査の結果をとりまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課
tel：03-5253-8614

284

ミャンマー連邦共和国に
おける内陸輸送の貨物
鉄道へのモーダルシフト
促進のための実現性及
び課題調査業務

日鉄住金物産（株）・山
九（株）

随意契約（企画競
争）

14,981,200 9月2日

ミャンマーで初の鉄道コンテナ輸送導入に向け、
ヤンゴン-マンダレー間において、効率的な輸送
が可能な鉄道貨物コンテナ輸送の実証事業を実
施。その効果及び課題等を調査・分析し、同シス
テムを形成・促進。

総合政策局　国際物流
課
03-5253-8111
内線25427

285
下水熱利用事業普及展
開検討業務

下水熱利用事業普及展
開検討業務三菱総合研
究所・日本環境技研共
同提案体

随意契約（企画競
争）

12,960,000 9月2日 下水熱利用事業普及展開検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

286

平成２６年度　３次元モ
デルを活用した建設生
産システムの効率化に
関する調査検討業務

（一財）日本建設情報総
合センター

随意契約（企画競
争）

12,916,800 9月2日

計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入
し、その後の施工、維持管理の各段階においても
３次元モデルの連携・発展させ、一連の建設生産
システムの効率化・高度化を図るためのCIMの構
築に向けた検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22336)

287
平成２６年度民間住宅
ローンの実態に関する調
査

（株）工業市場研究所 一般競争入札 1,511,840 9月2日
住宅ローンを実際に供給している民間金融機関
に対し、その実態に関する調査を行うことを目的と
する

住宅局総務課
民間事業支援調整室
金融業務係
内線39-727



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９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

288
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

名古屋市長
随意契約（競争性
なし）

1,193,000 9月2日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

289

既存住宅の現況検査・リ
フォーム設計等に向けた
データベースシステムの
開発及び技術適用実験
に関する業務

（株）構造計画研究所
随意契約（企画競
争）

29,700,000 9月3日

既存住宅の現況検査・リフォーム設計等に必要
な設計情報並びに劣化実態等について、ノートパ
ソコンやタブレット端末等から効率的にデータの取
得及び蓄積が出来るデータベースシステムを構
築すると共に、実務者が現況検査のプロセスに従
い現地でデータベースシステムを利用した技術適
用実験を実施し、その効果や課題について整理

国土技術政策総合研究
所住宅研究部住宅生産
研究室
tel : 029-864-4227

290
ミャンマーにおける鉄道
車両のメンテナンス体制
確立に関する調査

日本コンサルタンツ（株）
随意契約（企画競
争）

27,987,950 9月3日
ミャンマー国鉄が保有する鉄道車両に関する情
報の収集・分析、現地調査を行い、ミャンマー国
鉄における適切なメンテナンス体制を提言した。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40793)

291
ミャンマーにおける鉄道
車両のメンテナンス体制
確立に関する調査

日本コンサルタンツ（株）
随意契約（企画競
争）

27,987,950 9月3日
液化水素チェーンの実現に向けた液化水素運搬
船の安全確保に係る調査検討および技術動向調
査を実施し、その結果をまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課
tel：03-5253-8636

292
平成２６年度海外におけ
る統合水資源管理推進
業務

独立行政法人水資源機
構

一般競争入札（総
合評価方式）

15,768,000 9月3日
平成２６年度海外における統合水資源管理の推
進を行う。

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

293
登坂部における大型車
の走行挙動に関する調
査分析業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

14,904,000 9月3日

昨今の大型車等の走行性能の向上にともない、
その性能を踏まえた道路構造要件の整理を目的
に、実道において試験走行車により走行調査する
とともに、その結果について既存の基準等との比
較・分析を行い、登坂部における大型車の登坂
走行性能を検証した。

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

294
大型車両の走行支援に
資する重量計測技術調
査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

13,554,000 9月3日

大型車両の重量計測に適用可能な技術の調
査、大型車両の重量計測方法案の整理、重量計
測可能車両台数・路線数等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
tel : 029-864-4496

295
不動産流通市場におけ
る建物評価手法構築の
ための調査検討業務

株式会社ニッセイ基礎
研究所

随意契約（企画競
争）

11,988,000 9月3日

「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向け
た指針」の内容を宅建業者が中古住宅市場の取
引現場で行う建物評価に活用するための調査結
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）

296
平成２６年度山村境界
基本調査（鹿児島県十
島村）に関する業務

株式会社八州
一般競争入札（総
合評価方式）

8,262,000 9月3日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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297
平成２６年度土地問題
に関する国民の意識調
査

一般社団法人新情報セ
ンター

一般競争入札 8,229,600 9月3日
今後の施策の参考とするため、「これまでの住ま
いについて」「今後の住まいについて」等国民の土
地問題に関する意識についてアンケート調査を実

土地・建設産業局企画
課
調査係

298

適正な海洋管理・利活
用に資する海域利用調
整のあり方等に関する調
査検討業務

ランドブレイン（株） 一般競争入札 8,002,800 9月3日

沿岸域総合管理における調整プロセスに関する
調査・検討、適正な海洋管理・利活用に資する国
境離島への往来促進に関する調査・検討、適正
な海洋管理・利活用に資する我が国海洋の周
知・啓発に関する施策等の調査・検討を実施す
る。
海洋観光の振興に関するシンポジウムの企画運

総合政策局　海洋政策
課
03-5253-8111
内線24364

299
広場等の空間評価に関
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）

6,998,400 9月3日

１．携帯電話基地局データの特性検証２．非集計
型の交通推計モデルによる推計作業の試算３．
広域的な人の動態等に関する資料作成４．デー
タ活用に関する留意事項等の整理５．学識経験
者等への意見聴取

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

300
日ＡＳＥＡＮ交通連携に
基づく交通行政施策立
案支援事業

（株）オーエムシー 一般競争入札 5,276,100 9月3日

ASEAN諸国の交通行政官を対象に、「PPP(Public
Private Partnership)の活用」をテーマとして、我が
国の政策、関係事業の実態等についての見識を
深めるため、研修を実施した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25903

301
平成２６年度日ＡＳＥＡＮ
交通安全・防災対策に
係る優良事例調査事業

（株）富士通総研 一般競争入札 3,996,000 9月3日

現地調査（インドネシア、マレーシア、フィリピン）、
アンケート調査、過去の調査のとりまとめを実施
し、「日ASEAN交通安全･防災対策優良事例集
（仮称）」の素案を作成した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25903

302
平成２６年度山村境界
基本調査（熊本県八代
市）に関する業務

株式会社アップス 一般競争入札 3,758,400 9月3日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

303

平成２６年度　日本企業
のベトナムにおけるプロ
ジェクト展開に資する技
能実習促進に向けた現
地送出し機関等に係る
調査業務

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

2,970,000 9月3日

ベトナムで事業展開する日本の総合工事業者の
意見も踏まえ、ベトナム送出し機関を抽出した上
で現地調査を実施し、日本の建設企業の要求に
適合する入国前研修へのそれら機関の対応可能
性等について取りまとめる。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

304
平成２６年度山村境界
基本調査（宮崎県椎葉
村）に関する業務

株式会社アップス 一般競争入札 1,598,400 9月3日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

305
平成２６年度山村境界
基本調査（鹿児島県徳
之島町）に関する業務

有限会社　徳之島測量
設計

一般競争入札 1,296,000 9月3日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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306

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第68
条（動力発生装置等）等
に関する調査検討

（一社）日本鉄道車両機
械技術協会

一般競争入札 4,991,544 9月4日

リチウムイオン電池等を搭載したハイブリッド車両
等の新技術の普及を見据えた、鉄道の安全・安
定輸送を目的として現状の技術基準における課
題や問題点等について調査検討を行ったもの。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

307

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第68
条（動力発生装置等）等
に関する調査検討

（一社）日本鉄道車両機
械技術協会

一般競争入札 4,991,544 9月4日

FLNG(浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備)
の安全に関して必要な技術的調査とHSE（労働安
全・衛生・環境）管理方法に関する調査の結果を
とりまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課海洋開発戦略室
tel：03-5253-8614

308
平成２６年度土地利用
に関する現状および将
来予測に関する調査

社会システム（株） 一般競争入札 4,276,800 9月4日

わが国の土地利用の動向について整理するととも
に、新たな国土利用計画（全国計画）の策定に向
けた国土利用の面積目標に関する検討を実施し
た。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-314）

309
平成２６年度「不動産市
場に関する国内投資家
調査業務」

株式会社工業市場研究
所

一般競争入札 1,291,248 9月4日

「国内不動産投資家アンケート調査」を通じて、不
動産投資家の動向調査を継続的に行うなかで、
不動産投資家の情報ニーズを調査し、今後必要
な情報整備の在り方について検討を行った。

土地・建設産業局不動
産市場整備課情報分析
係
内線：30-214

310
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

佐賀県知事
随意契約（競争性
なし）

1,131,000 9月4日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

311
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

千葉県知事
随意契約（競争性
なし）

867,000 9月4日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

312
Ｈ２６道路プローブ利活
用に関する調査検討業
務

（株）長大　東京支社 随意契約（公募） 24,969,600 9月5日

本業務は、道路プローブデータを適正に利活用す
るために経路情報収
集装置から送信される道路利用者のプライバ
シー情報を含む経路デー
タのセキュリティ強化に向けた調査検討並びに、
直轄国道に設置される
経路情報収集装置の適正配置の評価等につい
て検討するものである。

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

313

平成２６年度グローバル
成長を取り込むための交
通基盤のあり方に関する
検討調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画競
争）

10,000,000 9月5日

アジア諸国をはじめとする新興国における人流・
物流戦略の現状と今後の動向を把握し、我が国
の国際競争力の強化や国際的な交流・連携の促
進に資する交通基盤のあり方について検討した。

国土政策局総合計画課
国土基盤班
tel:03-5253-8111
（内線29-352）
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314

平成２６年度巨大災害
時における交通基盤のリ
ダンダンシー確保に関す
る検討調査

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

9,979,200 9月5日

首都直下地震、南海トラフ巨大地震において、一
部交通機能が麻痺した場合の輸送モード間相互
の連携による救援物資等の代替輸送ルートの検
証・評価を行い、陸海空が連携したリダンダンシー
確保方策の検討した。

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

315
平成２６年度安全な地
域への人口・資産誘導
方策検討調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

5,994,000 9月5日

災害に強い国土づくりのため、津波危険地域の住
民の内陸部への自主的移転について、自主的移
転誘導方策に伴う課題とその解決策について整
理した。

国土政策局総合計画課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-314）

316
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

福岡県知事
随意契約（競争性
なし）

1,280,000 9月5日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

317
平成２６年度全国水需
給動態調査

沖縄県知事
随意契約（競争性
なし）

750,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

318
平成２６年度全国水需
給動態調査

香川県知事
随意契約（競争性
なし）

741,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

319
平成２６年度全国水需
給動態調査

長崎県知事
随意契約（競争性
なし）

635,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

320
平成２６年度全国水需
給動態調査

北海道知事
随意契約（競争性
なし）

631,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

321
平成２６年度全国水需
給動態調査

宮崎県知事
随意契約（競争性
なし）

617,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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322
平成２６年度全国水需
給動態調査

広島県知事
随意契約（競争性
なし）

610,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

323
平成２６年度全国水需
給動態調査

宮城県知事
随意契約（競争性
なし）

563,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

324
平成２６年度全国水需
給動態調査

熊本県知事
随意契約（競争性
なし）

560,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

325
平成２６年度全国水需
給動態調査

山口県知事
随意契約（競争性
なし）

553,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

326
平成２６年度全国水需
給動態調査

福島県知事
随意契約（競争性
なし）

552,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

327
平成２６年度全国水需
給動態調査

兵庫県知事
随意契約（競争性
なし）

533,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

328
平成２６年度全国水需
給動態調査

鹿児島県知事
随意契約（競争性
なし）

512,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

329
平成２６年度全国水需
給動態調査

静岡県知事
随意契約（競争性
なし）

506,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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330
平成２６年度全国水需
給動態調査

愛媛県知事
随意契約（競争性
なし）

500,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

331
平成２６年度全国水需
給動態調査

高知県知事
随意契約（競争性
なし）

492,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

332
平成２６年度全国水需
給動態調査

島根県知事
随意契約（競争性
なし）

491,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

333
平成２６年度全国水需
給動態調査

京都府知事
随意契約（競争性
なし）

462,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

334
平成２６年度全国水需
給動態調査

佐賀県知事
随意契約（競争性
なし）

457,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

335
平成２６年度全国水需
給動態調査

神奈川県知事
随意契約（競争性
なし）

455,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

336
平成２６年度全国水需
給動態調査

千葉県知事
随意契約（競争性
なし）

428,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

337
平成２６年度全国水需
給動態調査

埼玉県知事
随意契約（競争性
なし）

424,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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338
平成２６年度全国水需
給動態調査

福岡県知事
随意契約（競争性
なし）

417,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

339
平成２６年度全国水需
給動態調査

群馬県知事
随意契約（競争性
なし）

410,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

340
平成２６年度全国水需
給動態調査

東京都知事
随意契約（競争性
なし）

406,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

341
平成２６年度全国水需
給動態調査

石川県知事
随意契約（競争性
なし）

401,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

342
平成２６年度全国水需
給動態調査

岩手県知事
随意契約（競争性
なし）

397,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

343
平成２６年度全国水需
給動態調査

福井県知事
随意契約（競争性
なし）

386,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

344
平成２６年度全国水需
給動態調査

富山県知事
随意契約（競争性
なし）

381,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

345
平成２６年度全国水需
給動態調査

青森県知事
随意契約（競争性
なし）

338,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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346
平成２６年度全国水需
給動態調査

徳島県知事
随意契約（競争性
なし）

313,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

347
平成２６年度全国水需
給動態調査

大分県知事
随意契約（競争性
なし）

292,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

348
平成２６年度全国水需
給動態調査

茨城県知事
随意契約（競争性
なし）

286,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

349
平成２６年度全国水需
給動態調査

秋田県知事
随意契約（競争性
なし）

280,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

350
平成２６年度全国水需
給動態調査

奈良県知事
随意契約（競争性
なし）

270,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

351
平成２６年度全国水需
給動態調査

岐阜県知事
随意契約（競争性
なし）

269,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

352
平成２６年度全国水需
給動態調査

大阪府知事
随意契約（競争性
なし）

250,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

353
平成２６年度全国水需
給動態調査

新潟県知事
随意契約（競争性
なし）

239,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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354
平成２６年度全国水需
給動態調査

鳥取県知事
随意契約（競争性
なし）

239,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

355
平成２６年度全国水需
給動態調査

愛知県知事
随意契約（競争性
なし）

228,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

356
平成２６年度全国水需
給動態調査

山形県知事
随意契約（競争性
なし）

221,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

357
平成２６年度全国水需
給動態調査

岡山県知事
随意契約（競争性
なし）

191,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

358
平成２６年度全国水需
給動態調査

栃木県知事
随意契約（競争性
なし）

190,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

359
平成２６年度全国水需
給動態調査

三重県知事
随意契約（競争性
なし）

186,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

360
平成２６年度全国水需
給動態調査

和歌山県知事
随意契約（競争性
なし）

169,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

361
平成２６年度全国水需
給動態調査

山梨県知事
随意契約（競争性
なし）

150,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）
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362
平成２６年度全国水需
給動態調査

滋賀県知事
随意契約（競争性
なし）

134,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

363
平成２６年度全国水需
給動態調査

長野県知事
随意契約（競争性
なし）

105,000 9月5日
水需給の現状と動向に関する地方公共団体の
データを都道府県毎にとりまとめたものである。

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）

364

ＦＬＮＧ（浮体式液化天
然ガス生産貯蔵積出設
備）の安全に関するガイ
ドライン策定のための調
査研究

（株）日本海洋科学、
（一財）日本海事協会、
（株）ＩＨＩ

随意契約（企画競
争）

70,472,971 9月8日

造船所におけるHSEマネジメントの体制の構築の
ため、労働安全・衛星・環境におけるリスクを特定
した上で、そのリスク低減策の立案と検証を行うと
ともに、HSE管理ガイドライン策定に必要な調査を
実施し、その結果をまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課海洋開発戦略室
tel：03-5253-8614

365
海洋構造物の長寿命化
技術に関する検討業務

（独）港湾空港技術研究
所

随意契約（公募） 21,704,134 9月8日

本委託業務は、港湾、空港（海上）分野におい
て、既に実施されている補修・補強対策に係る技
術的課題の抽出、補修・補強対策を行った海洋
構造物の耐久性に係る検証を行ったうえで、老朽
化状況や自然環境条件等の諸条件を考慮した
最適な補修・補強対策の選定手法を検討するも

港湾局技術企画課戦略
的維持管理係
tel：03-5253-8111
（内線46512）

366

水害リスクに応じた水害
ソフト対策の導入に係る
水害リスク評価手法・表
示方法のあり方に関する
調査・検討業務

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）

4,946,016 9月8日
水害リスクに応じた水害ソフト対策の導入に係る
水害リスク評価手法・表示方法のあり方に関する
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

367
ＷＥＢを活用したパーソ
ントリップ調査に関する
検証業務

（一社）システム科学研
究所

随意契約（企画競
争）

4,935,600 9月8日
１．WEBパーソントリップ調査のインターフェース及
びプログラムの作成２．取得データの特性検証３．
学識経験者等への意見聴取

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

368
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（第一回変

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画競
争）

2,646,000 9月8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

369
液化水素運搬船の実現
に向けた調査検討

（一財）日本船舶技術研
究協会、川崎重工業
（株）、国立大学法人東
京大学、（一財）エンジ
ニアリング協会、（株）日
本海洋科学

随意契約（企画競
争）

278,451,274 9月9日
液化水素チェーンの実現に向けた液化水素運搬
船の安全確保に係る調査検討および技術動向調
査を実施し、その結果をまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課
tel：03-5253-8636
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370
土砂洪水氾濫による被
害推定計算業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

19,980,000 9月9日

新潟県魚野川流域を対象に、山地流域の土石
流から下流域の掃流砂まで連続した土砂移動現
象及びそれにともなう被害について計算を実施
し、計算手法、条件設定手法の適用性、妥当性
について、整理した。

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

371
国土交通分野の海外市
場獲得におけるライバル
国に関する調査研究

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

14,958,000 9月9日

国土交通分野（観光、航空、建設）における海外
市場の獲得にあたって我が国と競合することが想
定される諸外国の海外市場獲得戦略等について
調査を行い、各分野の新知見を獲得するととも
に、強み・弱み、我が国の取組み課題を整理し、
国土交通省の政策部局や海外展開を進める企
業が行う戦略立案や意思決定に資する情報を体

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

372
河川行政等に関する取
組の周知業務（第一回
変更）

（株）博報堂
随意契約（企画競
争）

14,040,000 9月9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

373
広域災害発生時におけ
るモード横断的な貨物
輸送に関する調査研究

（株）野村総合研究所
随意契約（企画競
争）

13,176,000 9月9日
広域災害発生時の代替輸送や官民の関係者に
おける具体的な役割分担の在り方、あらかじめ検
討・準備しておくべき事項について整理した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

374
河川・下水道連携による
浸水被害軽減方策等検
討業務

(株)日水コン
随意契約（企画競
争）

11,944,800 9月9日
河川・下水道連携による浸水被害軽減方策等検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

375
河川堤防技術に関する
検討業務

一般財団法人国土技術
研究センター

随意契約（企画競
争）

11,880,000 9月9日 河川堤防技術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

376
水・資源・エネルギーの
効率的活用検討業務

メタウォーター(株)
随意契約（企画競
争）

9,981,360 9月9日 水・資源・エネルギーの効率的活用検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

377
奈良観光統計ウィーク
開催による経済波及効
果の調査研究

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

5,972,400 9月9日
奈良観光統計ウィーク開催による経済波及効果
の調査研究及びUNWTO観光統計スペシャルワー
クショップにかかる資料作成を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-215)

378
平成２６年度ユニークベ
ニューの開発・利用促進
に関する調査

凸版印刷（株）
随意契約（企画競
争）

21,992,731 9月10日

ユニークベニューの質的・量的拡大を図るため、
全国各地で施設・空間の掘り起こしを行うととも
に、制度運用上の課題・対策について検討を実
施。

観光庁参事官（国際会
議等担当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-712)

379
ＩＣＴを活用した効率的な
下水道維持管理技術の
海外展開方策検討業務

水ｉｎｇ(株)
随意契約（企画競
争）

4,860,000 9月10日
ＩＣＴを活用した効率的な下水道維持管理技術の
海外展開方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

380
アラブ首長国連邦にお
ける本邦下水道技術普
及検討業務

水ｉｎｇ(株)
随意契約（企画競
争）

4,860,000 9月10日
アラブ首長国連邦における本邦下水道技術普及
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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381
マリンレジャー等に関す
る安全講習会等の実施

（株）トランスミッション
随意契約（少額随
契）

944,055 9月10日
プレジャーボート利用者等に対する安全講習会等
を実施し、当該講習会時の資料をとりまとめたもの

海事局船舶産業課舟艇
室企画係
tel：03-5253-8634

382
平成２６年度地盤沈下
防止等対策要綱推進調
査

三重県知事
随意契約（競争性
なし）

766,000 9月10日
地下水採取量・地盤沈下状況等の調査解析及
び調査・観測体制の検討等を行う。

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

383
北海道太平洋側港湾の
広域的な事業継続計画
等検討業務

（一社）寒地港湾技術研
究センター

随意契約（公募） 22,356,000 9月11日
北海道太平洋側港湾において、大規模地震や津
波が発生した場合を想定し、北海道太平洋側港
湾ＢＣＰの策定

北海道開発局港湾空港
部港湾計画課防災係
tel：011-709-2311
(内5629)

384

平成２６年度都市環境
分野における日露間協
力の推進に関する調査
検討等業務

都市機構・野村総研・日
建総研平成２６年度日
露間協力推進共同提案
体（代表者　（独）都市
再生機構）

随意契約（企画競
争）

15,930,000 9月11日

本業務は、日露政府間の協力の枠組である「日
露都市環境問題作業部会」等を活用し、ロシアの
都市環境問題解決のための協力推進に関心の
高い我が国民間企業等の置かれた、それぞれの
段階に適した調査検討等を実施し、以てそれら企
業等のロシアにおける都市環境に係る課題改善
に向けた協力の、効率的な推進を可能とすること

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

385

平成２６年度　ＯＤＡ対
象国への建設企業等の
海外展開促進に向けた
建設市場の現状調査

鹿島・大和共同提案体
（鹿島建設（株））

随意契約（企画競
争）

5,400,000 9月11日

経済連携協定に係る交渉と並行して、建設等イン
フラ関連制度の最新動向を把握すると共に、我が
国企業進出上の課題を抽出・整理するための調
査を実施するものである。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

386

関東運輸局管内におけ
る高速乗合バスに対す
る二次交通の実態調査
及び交通等に対する市
民意識調査業務

（株）ライテック
随意契約（企画競
争）

4,978,800 9月11日

高速乗合バスの到着に合わせた一般路線バス、
鉄道、コミバス等の有無や時刻の設定、乗継施
設における環境等の現況を把握するとともに、利
用者ニーズを把握し検証することで高速乗合バス
と他の公共交通機関等の乗継環境等のあり方を
示すことを目的とする。

関東運輸局企画観光部
交通企画課
tel：045-211-7209

387
ベトナム国クアンニン省
における下水道普及方
策検討業務

日本工営(株)
随意契約（企画競
争）

4,968,000 9月11日
ベトナム国クアンニン省における下水道普及方策
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

388
水質分析用試料サンプ
リング業務

新日本環境調査（株）
一般競争（総合評
価）

4,860,000 9月11日
神奈川県、福岡県の下水処理場において、水質
分析用試料の採取および現場測定を行った。

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

389
大規模水害時の対応強
化検討調査業務

一般財団法人国土技術
研究センター

随意契約（企画競
争）

19,440,000 9月12日 大規模水害時の対応強化検討調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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390
ベトナムにおける下水道
関連法制度整備等支援
業務

ベトナムにおける下水道
関連法制度整備等支援
業務下水道事業支援セ
ンター・日本工営・日本
下水道事業団共同提案

随意契約（企画競
争）

7,970,400 9月12日
ベトナムにおける下水道関連法制度整備等支援
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

391
インドネシア国を対象とし
た本邦下水道研修開催
支援業務

インドネシア国を対象とし
た本邦下水道研修開催
支援業務下水道事業支
援センター・日本下水道
事業団共同提案体

随意契約（企画競
争）

6,912,000 9月12日
インドネシア国を対象とした本邦下水道研修開催
支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

392
ベトナム国鉄道分野にお
ける自動運賃収受に関
する技術交流事業

（株）ビーズ 一般競争入札 6,054,276 9月12日
ベトナムの自動運賃収受システムに携わる政府
要人が我が国の同システムへの理解を深度化さ
せることを目的として、本邦技術交流事業を実施

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40793)

393
段階的高度処理施設に
おける現地測定及び試
料採集等業務

新日本環境調査（株）
一般競争（総合評
価）

4,968,000 9月12日

段階的高度処理を導入している下水処理場につ
いて、酸素移動効率及び温室効果ガス発生量を
把握することを目的とし、対象処理場において現
地測定及び試料採集を行った。

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

394 汚水試料分析業務 新日本環境調査（株） 一般競争 4,320,000 9月12日 汚水試料について前処理と水質分析を行った。

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

395

「豊かな海」の実現に向
けたＩＣＴやＰＰＰを活用し
た下水道の事業運営に
係るモデル計画検討業

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）

3,942,000 9月12日
「豊かな海」の実現に向けたＩＣＴやＰＰＰを活用し
た下水道の事業運営に係るモデル計画検討を行
う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

396
下水処理活性汚泥試料
の水質分析

新日本環境調査（株） 一般競争 2,516,400 9月12日
下水処理場にて採取した液体試料について、前
処理と水質分析を行った。

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

397
下水処理プロセスから発
生するガス成分分析業
務

新日本環境調査（株） 一般競争 2,430,000 9月12日
下水処理場にて採取したガス試料の成分質量を
ガスクロマトグラフ等を用いて測定した。

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

398
平成２６年度　高山清見
道路下切高架橋橋梁詳
細設計業務

（株）エイト日本技術開
発　中部支社

一般競争入札（総
合評価方式）

45,144,000 9月16日
中部管内において道路橋の新たな設計基準を検
討するため、部分係数設計法による試設計を実
施。

中部地方整備局道路部
道路計画課調査係
tel:052-953-8168
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399
道路プローブ情報の利
用環境拡大に関する調
査業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

27,756,000 9月16日
道路プローブ情報の道路管理への活用に関する
整理、道路プローブ情報の利用環境拡大に関す
る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
tel : 029-864-4496

400
特殊車両走行支援のた
めの道路情報提供方法
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）

24,948,000 9月16日

特殊車両走行支援のための道路情報提供方法
の整理、特殊車両通行許可情報にかかる個別提
供方法案の整理、提供システム案の作成、提供
形式等説明資料の作成補助等を行うものであ
る。

国土技術政策総合研究
所
道路交通研究部高度道
路交通システム研究室
tel : 029-864-4496

401
防護柵の適応要件等に
関する調査・実験業務

JV:土木研究センター・
プランニングネットワーク
設計共同体

随意契約（企画競
争）

17,820,000 9月16日

生活道路の歩車道区分の現況事例等を踏まえ
て、縁石、柵、カラー舗装、ボラードの使い分け概
念を整理し、生活道路で防護柵を適切に機能さ
せるための適応要件、必要な性能、性能を確認
する方法等に関する調査・実験を行った。

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

402
生活道路の速度抑制施
設の効果等に関する調
査業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

17,712,000 9月16日

国土技術政策総合研究所では、生活道路におけ
る安全性の向上を目指し、速度抑制のための施
設の効果的な設置方法に関する研究を行ってい
る。本業務は、速度抑制及び流入抑制対策の実
道での走行状況調査、構内実験による速度抑制
施設間の走行状況調査を行った。

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

大型実験および数値解
析による連続アーチカル
バート盛土の設計規範
の構築に関する研究

（国）京都大学 随意契約（公募） 12,999,999 9月16日
1.動的遠心模型実験による耐震性の解析的検討
2.大型振動台実験による耐震性の検討

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

404
平成２６年度位置参照
情報の整備手法に関す
る調査業務

（株）協振技建 一般競争入札 8,100,000 9月16日

毎年更新している位置参照情報について、次年
度以降より正確な情報として更新するために原典
資料の検討を行い、効率的に作業を進めるため
に作業手順書を更新。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係
tel：03-5253-8353

405
下水道事業におけるベ
ンチマーキング手法の導
入に関する検討業務

日本水工設計(株)
随意契約（企画競
争）

7,992,000 9月16日
下水道事業におけるベンチマーキング手法の導
入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

406

平成２６年度　大規模災
害時の情報収集・提供
の改善に関する検討業
務

（一社）建設電気技術協
会

随意契約（企画競
争）

7,560,000 9月16日

大規模災害時の情報収集・提供の改善を図るこ
とを目的として、河川や道路等の管理者だけでな
く、一般利用者の利用の観点も含め、災害現場
等における携帯電話等のモバイル端末と国土交
通省情報通信ネットワークとの接続について検討

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22375)
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407

ブラジル等の海洋資源
開発に資する浮体式資
機材詰替施設に関する
基礎調査

（一社）日本船舶技術研
究協会

一般競争入札 6,483,620 9月16日

ブラジル北東海域で進む見込みの海洋資源開発
における我が国造船業固有の技術である浮体式
資機材積替施設の整備を図るためにとりまとめた
報告書

海事局船舶産業課国際
業務室海外事業係
tel：03-5253-8634

408

道路橋点検効率化の
フィージビリティー評価に
関するシミュレーション業
務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画競
争）

24,732,000 9月17日

本業務は、これらの検討に必要な基礎資料を得
るため、道路橋の近接目視困難な狭隘部等に対
する接近検査技術の近接性能の評価と道路橋の
近接困難性（アクセシビリティー）の評価のための
シミュレーションおよび載荷試験車の適用性に関
する静的数値解析を行う。

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

409

道路構造物群の維持管
理体制と状態評価手法
に関する調査・整理業
務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画競
争）

17,712,000 9月17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、欧州の道路構造物管理の実態調査、
道路橋の定期点検結果を用いた状態評価指標
の試算、道路橋の定期点検結果の品質に関する
整理を行う。

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

410
ダムを活用した水力発
電の官民連携に向けた
検討

日本工営(株)
随意契約（企画競
争）

16,956,000 9月17日
ダムを活用した水力発電の官民連携に向けた検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

411

平成２６年度島嶼地域
における大規模水災害
に備えた危機管理のあり
方他検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

14,580,000 9月17日

東日本大震災等の津波及び近年の豪雨の激化
等による大規模な水災害激甚化に伴い、島嶼地
域における大規模水災害に備えた危機管理対策
のあり方について関係機関の連携も踏まえた検討
を行う。さらに、海岸については、地球温暖化の影
響を加味した対応方策の検討を行う

沖縄総合事務局開発建
設部河川課総合流域対
策係
tel:098-861-1911

当初

412
地震と洪水の複合災害
対策による効果試算業
務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

10,908,000 9月17日

本業務は、一級河川国土交通大臣直轄管理区
間を念頭に設定したモデル河川における洪水単
独災害時の対策ケースごとの被害低減効果の試
算・整理、地震と洪水の複合災害時の対策ケー
スごとの被害低減効果の試算・整理及び対策
ケースの組合せごとの特性の試算・整理を行うも

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

413

平成２６年度　ミャンマー
における国際建設契約
等に係る法律・制度整
備支援業務

日本工営株式会社 東
京支店

随意契約（企画競
争）

8,964,000 9月17日
建設・不動産分野の法律・制度整備及びその運
用の向上に資する具体的な方策を検討し、ミャン
マー建設省等とのセミナーを行った。

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

414
平成２６年度山村境界
基本調査（島根県津和
野町）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 8,726,400 9月17日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

415

平成２６年度　現地情報
に詳しい人材活用及び
アドバイザリー制度の構
築業務

一般社団法人　海外建
設協会

随意契約（企画競
争）

7,653,441 9月17日

建設・不動産企業等が海外事業で必要となる知
識やノウハウに関するアドバイスを受けられるよう、
当該分野の専門家による相談窓口の設置し、アド
バイスを行った。

土地・建設産業局国際
課国際調査第一係
03-5253-
8111(30714)
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416

平成２６年度半島地域
振興のための効果的な
情報発信等に関する調
査業務

（公財）日本交通公社
随意契約（企画競
争）

6,933,600 9月17日
観光、地域産品販売、定住促進等の分野におい
て、地域の情報の発信を効果的に行う方策を検
討することを目的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

417
平成２６年度山村境界
基本調査（島根県隠岐
の島町）に関する業務

林測量技術コンサルタン
ト株式会社

一般競争入札 5,378,400 9月17日
過疎化や高齢化の進展等により土地境界情報が
失われつつある山村部において、地籍調査に必
要な基礎的な土地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

418
汚泥処理等の国際標準
化に関する技術検討業
務

日本下水道事業団
随意契約（企画競
争）

4,968,000 9月17日
汚泥処理等の国際標準化に関する技術検討を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

419

平成２６年度　我が国建
設企業の海外展開に資
する技能実習の活用に
関する調査業務

一般社団法人　海外建
設協会

随意契約（企画競
争）

4,345,410 9月17日

現地関係機関等に対してヒアリング等を実施し、
ミャンマーの送り出し機関の事前研修を修了して
日本に入国した技能実習生の日本の建設現場で
の適応状況・課題等を整理した。

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

420

蓄熱技術による建築物
の電力消費のピーク対
策効果に関する調査業
務

みずほ情報総研（株）
随意契約（企画競
争）

23,198,400 9月18日
地中熱利用や潜熱蓄熱材等の蓄熱技術による
建築物の電力消費のピーク対策効果に関する調
査を実施する。

国土技術政策総合研究
所
建築研究部環境・設備
基準研究室
tel：029-864-4356

421

下水処理場の運営を核
とした多様なＰＰＰ/ＰＦＩ
事業の実施に関する検
討業務

(株)日水コン・新日本有
限責任監査法人・横浜
ウォーター株式会社共
同提案体

随意契約（企画競
争）

22,896,000 9月18日
下水処理場の運営を核とした多様なＰＰＰ/ＰＦＩ事
業の実施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

422

下水道分野における公
共施設等運営事業等の
実施における課題解決
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）

14,904,000 9月18日
下水道分野における公共施設等運営事業等の
実施における課題解決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

423
多様な主体による地域
づくり活動の社会的価値
の評価に関する調査

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

11,998,800 9月18日

地方部における多様な主体による地域づくり活動
の社会的価値を客観的に示す実際的な手法につ
いて、中長期を見据えた地域ニーズを踏まえつ
つ、調査・検討する。

国土政策局総務課企画
室
03-5253-8111
(ex.29158)

424
長期利用モニタを通じた
ＩＴＳスポットサービスの利
用者意識等調査業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

9,990,000 9月18日

ITSスポットサービスに対する利用者意識等の把
握、新たなITSスポットサービスに対する必要性等
の把握、Webアンケート調査システムに関する比
較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
tel : 029-864-4496
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425
平成２６年度地理情報
標準に関する調査業務

（公財）日本測量調査技
術協会

随意契約（企画競
争）

9,936,000 9月18日

「地理情報標準プロファイル（JPGIS）」、「品質の
要求、評価及び報告のための規則」及び「日本版
メタデータプロファイル（JMP）」について、国際規
格及び国内規格と整合を取るため、国際標準化
機構（ISO）の地理情報標準に関する専門委員会
（ISO/TC 211)及び地理情報の日本工業規格
(JIS）に関する動向調査の結果を取りまとめる。

国土地理院企画部技術
管理課
tel：029-864-1740

426
鉄道車両の磁界に係る
調査

（独）交通安全環境研究
所

一般競争入札 3,963,298 9月18日
鉄道車両の客室内における磁界の発生傾向につ
いて調査等を行い、今後の技術基準のあり方に
資する知見を得ることを目的とした調査研究。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)

427

大規模災害時の具体計
画（支援物資輸送）策定
にかかる基礎資料作成
業務

（株）日通総合研究所 一般競争入札 3,834,000 9月18日
被災地や避難所への広域的な緊急支援物資の
輸送体制を構築するための災害輸送物資輸送
計画の策定に係る基礎的な調査・検討を行う。

大臣官房運輸安全監理
官
03-5253-8１１１
内線22054

428
露出配管の伸縮力計測
業務

（株）Ｇ＆Ｕ技術研究セ
ンター

随意契約（少額随
契）

972,000 9月18日
塩化ビニル管を地上に露出させた場合に生じる
気温による伸縮力を把握するための基礎試験を
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

429

シェールガスの海上輸
送体制確立に向けた新
形式LNG運搬船に係る
安全性評価手法の技術
検討調査

（株）日本海洋科学、川
崎重工業（株）、（一財）
日本海事協会、三菱重
工業（株）、（公社）日本
海難防止協会

随意契約（企画競
争）

277,485,340 9月19日
シェールガスに係る新形式船への安全性評価手
法の確立を図るためにとりまとめた報告書

海事局船舶産業課計画
係
tel：03-5253-8634

430
ムスリムおもてなしプロ
ジェクトに関する業務

アクセンチュア（株）
随意契約（企画競
争）

30,000,000 9月19日

訪日旅行の満足を高めるため、ムスリム受入関
係者のイスラム教独自の習慣や慣例への理解向
上、ムスリム旅行者受入に係る取り組み意識の醸
成を図るとともに、ムスリム目線に立った受入環境
整備の取り組みの促進を目的とする。

観光庁参事官（外客受
入担当）室
tel：03-5253-8111(内
線21-904)

431

平成２６年度地理空間
情報の提供・流通におけ
る個人情報等の取扱い
に関する検討

国立大学法人東京大学
随意契約（企画競
争）

13,996,800 9月19日

地理空間情報に関連する業界及び移動体に関
連する業界等において、地理空間情報に係る個
人情報等をどのように取り扱っているかについて
事例調査、分析を実施。

国土政策局
国土情報課　GIS第一係
tel：03-5253-8353

432
平成２６年度Ｇ空間情報
センター構築に向けた運
用ルールの検討

（株）野村総合研究所
随意契約（企画競
争）

13,952,925 9月19日
Ｇ空間情報センターを経由して流通する地理空
間情報の取扱いに関するルール等について検
討。

国土政策局
国土情報課　GIS第一係
tel：03-5253-8353
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433
社会構造の変化に対応
した交通サービスのあり
方に関する調査研究

（株）公共計画研究所
随意契約（企画競
争）

8,996,400 9月19日

社会構造の変化を踏まえた2050年における交通
サービスの将来像について、現状の施策を積み
上げていった場合の姿を描くとともに、有識者等の
意見をとりまとめて望ましいあるべき姿を描き、こ
れら将来像のギャップを埋めるような今後の交通
政策の基本的方向性を提示した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

434
平成２６年度バングラデ
シュ及びインドにおける
市場開拓調査等業務

平成26年度バングラデ
シュ及びインドにおける
市場開拓調査等業務国
際建設技術協会・ＪＦＥ
エンジニアリング共同提
案体（代表者　（一社）
国際建設技術協会）

随意契約（企画競
争）

8,132,400 9月19日

バングラデシュ及びアジアの新興国であり経済成
長が期待されているインドについて、当該国におけ
る我が国インフラ関連産業の市場参入の適用可
能性の調査することを目的とする。

総合政策局国際政策課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

435
電子防災情報システム
を用いた情報収集及び
提供方法検討業務

(株)建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

7,484,400 9月19日
電子防災情報システムを用いた情報収集及び提
供方法検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

436
放射性物質等の海上運
送の安全対策に関する
調査研究

（独）海上技術安全研究
所

一般競争入札 5,600,357 9月19日

IAEAにおける放射性物質に関する国際規則改訂
の結果、国内における放射性物質の海上輸送へ
の影響を及ぼす事項について調査を行い、その
結果及び課題等をとりまとめた報告書

海事局検査測度課危険
物輸送対策室
tel：03-5253-8639

437

中国旅行業者・メディア
招請による旅行商品造
成・広域プロモーション
事業

（株）ＪＴＢ関東
随意契約（企画競
争）

3,219,060 9月19日

北関東磐越5県の都市と自然が共存する魅力あ
る観光資源を体験してもらい、旅行会社による旅
行商品造成の促進とメディアへの露出による認知
度向上の相乗効果によって北関東磐越5県の旅
行商品販売の促進を図る。

関東運輸局企画観光部
国際観光課
tel：045-211-7273

438
湖陵・多岐道路二部高
架橋設計業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（公募） 40,273,200 9月22日

「湖陵・多岐道路二部高架橋」において発注者か
ら貸与する「詳細設計のための参考資料」に基づ
き部分係数設計法により橋梁詳細設計を行った
業務

中国地方整備局中国技
術事務所維持管理技術
課
tel：082-822-2340

439

アーチ式コンクリートダム
及び重力式コンクリート
ダムに対する耐震補強
効果試算等業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

29,959,200 9月22日

補修・補強対策検討の一環で、アーチ式コンク
リートダム本体及び重力式コンクリートダム本体へ
の大規模地震動に対する補修・補強等の予防的
対策について試算等を行った。

国土技術政策総合研究
所河川研究部大規模河
川構造物研究室
tel : 029-864-2587

440
観光地域における評価
に係る検討実施業務

（公財）日本交通公社
随意契約（企画競
争）

24,991,200 9月22日
来訪者の滞在を促進し満足度の向上等を図るた
めに必要とされる評価調査の実用的な仕組みを
確立する。

観光庁観光地域振興部
観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-716)
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441

道路橋に作用した東北
地方太平洋沖地震津波
の特性に関する調査業
務

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（企画競
争）

19,656,000 9月22日
1.上部構造の流出に影響する津波特性の整理
2.道路橋に作用した津波特性の推定　3.波源モ
デルと地形特性の影響度合いの整理

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

442
携帯電話基地局データ
を活用した交通推計等
に関する試算業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

16,988,400 9月22日

１．携帯電話基地局データの特性検証２．非集計
型の交通推計モデルによる推計作業の試算３．
広域的な人の動態等に関する資料作成４．デー
タ活用に関する留意事項等の整理５．学識経験
者等への意見聴取

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

443
表層地盤の影響に着目
した地震動強度の推定
に関する調査業務

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

13,888,800 9月22日
1.南海トラフ巨大地震の地表面地震動の算出　2.
内陸地殻内地震の基盤地震動の算出　3.長大
活断層地震の地震動強度の整理

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

444
平成２６年度公共建築
工事積算に関する検討
資料作成業務

（一財）建築コスト管理シ
ステム研究所

随意契約（企画競
争）

12,960,000 9月22日
官庁営繕工事の積算について、公共建築工事共
通費積算基準をもとに算出される共通費が実態
とどの様に適合しているかの検証等を行った。

官庁営繕部計画課営繕
積算企画調整室積算企
画調査係
tel：03-5253-8111
（内線　23-245）

445
道路整備の経済効果把
握手法の調査業務

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

7,948,800 9月22日

全国マクロ計量経済モデルのデータ更新・モデル
の改良により、道路投資の経済効果の把握を行う
とともに、海外における道路整備の広範な効果の
計測事例を整理し、我が国への適用の可能性を
整理する。

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント
研究センター建設経済
研究室
tel : 029-864-0932

446
道路橋の活荷重係数に
関する試算業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

7,840,800 9月22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、実態の車両条件と橋梁条件を組み合
わせた条件下での主桁、床組、床版の活荷重係
数の試算を行い、実態における設計活荷重に対
する安全余裕を把握する。

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

447

下水熱利用技術の導入
可能性検討のための温
度差エネルギー利用に
関する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

3,996,000 9月22日

下水熱や地中熱等の温度差エネルギー利用技
術について、基礎的な情報を収集・整理するとと
もに、モデルケースで温度差エネルギー利用技術
の導入効果試算を行い、下水熱利用技術の優位
性や導入にむけた課題を整理した。

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

448
下水道による雨水管理
に関する国際標準化に
向けた資料作成補助業

日本水工設計（株）
随意契約（少額随
契）

972,000 9月22日
下水道による雨水管理に関する国際標準化に向
けた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

449
下水道施設の戦略的な
維持管理に関する検討
資料作成支援業務

日本上下水道設計(株)
随意契約（少額随
契）

972,000 9月22日
下水道施設の戦略的な維持管理に関する検討
資料作成支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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450
下水道機械設備工事に
おける労務費調査業務

社会システム（株）
随意契約（少額随
契）

966,600 9月22日 下水道機械設備工事における労務費調査を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

451
下水道施設の老朽化対
策・耐震対策に関する
検討資料作成支援業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額随
契）

962,280 9月22日
下水道施設の老朽化対策・耐震対策に関する検
討資料作成支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

452
内水ハザードマップ作成
を促進するための勉強
会資料作成補助業務

（公財）日本下水道新技
術機構

随意契約（少額随
契）

961,200 9月22日
内水ハザードマップ作成を促進するための勉強会
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

453

モデル地区における下
水道施設の改築需要見
通しに関するデータ整理
業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額随
契）

939,600 9月22日
モデル地区における下水道施設の改築需要見通
しに関するデータ整理を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

454

下水道事業コスト構造
改善プログラムに関する
実態調査の資料等作成
補助業務

社会システム（株）
随意契約（少額随
契）

799,200 9月22日
下水道事業コスト構造改善プログラムに関する実
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

455
特殊車両走行経路違反
判定システム構築業務

（株）建設技術研究所
東京本社

一般競争入札 80,784,000 9月24日

本業務は、全国に整備されたＩＴＳスポットを介して
得られる車両の走行経路情報（以下、「プローブ
データ」という。）、既存の特殊車両自動計測装置
の計測結果及び特殊車両通行許可条件等を基
に、特殊車両の走行状況が許可条件で定められ
た走行経路及び重量に照らして適正であるかを
判定するもので、道路管理者の特殊車両通行許
可業務を支援するものである。

関東地方整備局道路部
交通対策課特殊車両第
二係
tel：048-600-1346

456
道路交通騒音対策の現
況および多様な道路の
騒音対策調査業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画競
争）

31,212,000 9月24日

新たな道路交通騒音対策および対策実施箇所
の優先度を判定する手法の研究に必要なデータ
収集を目的とし、加速等による著しく大きい騒音の
発生量と対策の調査、および生活道路の騒音調

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

457
ＩＴＳ社会実験外検討業
務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

20,077,200 9月24日
ＩＴＳスポットより収集した走行経路データを分析・
考察し、道路施策への活用について検討した。

中国地方整備局道路部
交通対策課
tel：082-221-9231

458
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）

12,981,600 9月24日

1.既往地震における災害対応の事例の整理　2.
道路施設管理上の津波対応参考集の整理 　3.
南海トラフ巨大地震および津波災害を想定した問
題点の整理

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

459
平成２６年度鉄道車両
内磁界の評価に関する
調査研究

（公財）鉄道総合技術研
究所

随意契約（企画競
争）

7,981,200 9月24日

IEC/TS 62597(または改定JIS E 4018)による測
定結果(1点または3点)を用いて、ICNIRPガイドライ
ンの考え方に基づいた鉄道車両内の磁界測定評
価用プログラムを作成することを目的とした検討

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40744)
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460

郊外市街地における人
口構造及び生活利便性
の将来予測に関する調
査業務

日本工営（株）
随意契約（企画競
争）

4,212,000 9月24日

地方公共団体による集約型都市づくりの取り組み
を支援するため、郊外市街地における小地域を
単位とした人口構造及び生活利便性に関する時
系列将来予測モデルのプロトタイプの構築とケー
ススタディ等を行うものである。

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

461
九州の空港アクセス改
善に関する調査業務

（株）福山コンサルタント
随意契約（企画競
争）

3,834,000 9月24日
九州管内の空港アクセスに関する現状・問題点
等の把握等に関するヒアリング・アンケート調査

九州運輸局企画観光部
交通企画課
tel 092-472-2315

462

四国霊場８８ヶ所を訪れ
る観光客の交通及び観
光の利便性の向上を図
るための調査検討業務
及び四国霊場「７ヶ所ま
いり」を活用した着地型
旅行商品の流通促進等
に関する調査業務

四国旅客鉄道（株）
随意契約（企画競
争）

2,000,000 9月24日

四国88箇所を歩きと公共交通で回るコースを紹
介した小冊子の作成及び関係３市町において観
光まちづくりアドバイザリー会議を開催し「7カ所ま
いり」を活用した旅行商品造成等観光振興につい
て調査検討

四国運輸局企画観光部
観光地域振興課
tel：087-835-6357

463
下水道における化学物
質等の除去特性等に係
わる検討業務

独立行政法人土木研究
所

随意契約（公募） 25,963,963 9月25日
下水道における化学物質等の除去特性等に係わ
る検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

464
平成２６年度河川津波
の特性把握に関する水
理実験業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画競
争）

19,980,000 9月25日

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

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

465
脱水汚泥によるメタン発
酵に関する検討調査業
務

独立行政法人土木研究
所

随意契約（公募） 8,999,999 9月25日
脱水汚泥によるメタン発酵に関する検討調査を行
う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

466
下水道事業（電気設備）
における一般管理費等
検討業務

一般財団法人国土技術
研究センター

随意契約（企画競
争）

8,424,000 9月25日
下水道事業（電気設備）における一般管理費等
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

467
大規模水害発生時にお
ける大規模・広域避難
方法に関する調査業務

（株）東京建設コンサル
タント

随意契約（企画競
争）

8,000,000 9月25日

低地に人口が密集している江東デルタ地帯にお
いて大規模な河川氾濫が発生した場合を想定
し、人的被害を極力軽減するための大規模かつ
広域な避難について、現実的な方策を検討する
とともに、大規模・広域避難方法の検討手法のひ
な形を提示し、被害軽減に資するものである。

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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468
平成２６年度物流ＫＰＩの
設定及び実効性向上方
策の検討に関する調査

（公社）日本ロジスティク
スシステム協会

一般競争入札 5,929,200 9月25日

物流業界における物流KPI導入の現状と導入及
び改善活動にあたっての課題、対応方法を整理
した「物流事業者におけるKPI導入の手引き」及び
報告書

総合政策局　物流政策
課
03-5253-8111
内線53324

469
下水道管不具合に伴う
路面下空洞化に関する
調査業務

（株）環境総合テクノス
随意契約（企画競
争）

4,860,000 9月25日

豊中市内道路においてMMS及びGPRを用いた陥
没予兆現象のデータ収集を行い、下水道管きょ
の埋設条件と路面下空洞・路面変状との関係及
び空洞の発達過程について傾向を把握した。

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

470
リン資源確保のための下
水処理方策検討業務

水ｉｎｇ(株)
随意契約（企画競
争）

3,996,000 9月25日 リン資源確保のための下水処理方策検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

471
汚泥濃縮設備の維持管
理に関する調査業務

（公財）日本下水道新技
術機構

随意契約（企画競
争）

3,315,600 9月25日
汚泥処理量、処理汚泥性状、固形分回収率、エ
ネルギー使用量、ユーティリティ使用量等の情報
を収集・整理した。

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

472
建築設備の設計計算様
式等に関する資料作成
業務

(株)泉創建エンジニアリ
ング

一般競争入札（総
合評価方式）

1,965,600 9月25日

建築設備の設計を行う際に必要となる各種計算
の計算様式（計算書）及び計算例の作成及び見
直しを行うとともに、計算様式を使用する際に必
要となる注意事項等を取りまとめ、整理を行った。

官庁営繕部設備・環境
課電気技術係
tel：03-5253-8111
（内線　23-748）

473

地域における生活交通
の運行等におけるモニタ
リングの分析及び指針作
成

（株）サンビーム 一般競争入札 1,944,000 9月25日
モニタリングデータの収集・整理、モニタリング手
法等の検証・分析及びモニタリング指針の作成等
を実施

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8111
内線54807

474
道路橋の地震被害計測
技術の適用性検証に関
する調査業務

JV:いであ・東京ソイルリ
サーチ設計共同体

随意契約（企画競
争）

23,544,000 9月26日

1.既存監視システムの現状整理　2.被災状況把
握システムの検証方法の整理　3.被災状況把握
システムの設置　4.被災状況把握システムの標
準設置仕様の整理

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

475
河川空間における土壌
シードバンクの分布特性
に関する調査業務

（株）緑生研究所
随意契約（企画競
争）

9,936,000 9月26日

河川空間における植生成立条件の事前予測手
法を確立するために、撒き出し実験による土壌
シードバンク組成調査、植生調査及び環境条件
整理、及び土壌シードバンクと植生等の関係分析
を行うもの

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

476
奄美ブランドの知名度向
上に向けた取組手法検
討調査

（株）日本総合研究所
随意契約（企画競
争）

9,299,691 9月26日

奄美群島のブランドイメージや知名度の向上、観
光への潜在的な需要喚起に向け、奄美群島が訴
求すべき価値観、情報発信や販路拡大のありか
たを検討した。

国土政策局
特別地域振興官
奄美振興係
tel:03-5253-8423
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477

世界遺産登録を活かし
た奄美群島地域活性化
アクションプラン検討調
査

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

9,298,800 9月26日
奄美群島において、世界自然遺産登録を活かし
た地域活性化の方策の調査・検討を実施した。

国土政策局
特別地域振興官
奄美振興係
tel:03-5253-8423

478
カメラ・センサーを活用し
た被災情報把握に関す
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）

7,884,000 9月26日

主に既設のカメラやセンサーを用いて被災情報を
収集するにあたり、現在様々な機関が設置してい
るこれらの機器についての現状を把握し、災害情
報収集に当たっての課題や対応策について整理

国土技術政策総合研究
所河川研究部水害研究
室
029-864-4966

479
河道と氾濫域を一体とし
た氾濫流の計算業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

6,000,000 9月26日

決壊地点近傍における氾濫流の流況を河道と氾
濫域を一体の２次元不定流流れ場として計算し、
より詳細な流れの性質を把握するとともに、従来
の越流公式に基づく浸水解析による計算結果と
比較し、従来の方法の妥当性を検証するものであ
り、氾濫流の解析方法の改良に資する資料として

国土技術政策総合研究
所河川研究部水害研究
室
029-864-4966

480
道路橋杭基礎における
入力損失効果に関する
調査業務

（株）長大
随意契約（企画競
争）

4,860,000 9月26日
1.入力損失効果に関する動的解析　2.既存研究
成果との比較

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

481

「地域公共交通の活性
化・再生の手引き（仮
称）」の策定に関する調
査業務

社会システム（株）
随意契約（企画競
争）

3,477,600 9月26日

「地域公共交通の活性化・再生の手引き（仮称）」
を作成し、地域の公共交通の活性化に取り組ん
でいる自治体の交通担当者をはじめ、交通事業
者やNPO、地域住民など交通に関わる多くの方々
の一助となることを目的とする。

東北運輸局企画観光部
交通企画課
℡:022-791-7507

482
情報通信技術を活用し
た観光振興策に関する
調査業務（変更契約）

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画競
争）

3,000,000 9月26日

進展しつつあるＩＣＴを利活用した観光振興策につ
いて、来訪者あの観光行動（旅行前、旅行中、旅
行語）に即した形でサービス内容の調査を行った
うえで、サービスごとの特性を整理し、観光地域づ
くりに取り組む地域の問題意識や来訪者のニーズ
に応じて、地域関係者が利活用できるサービスを
提示することを目的とする。

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

483
ＭＩＣＥの国際競争力強
化に係る調査事業

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）

39,999,420 9月29日
MICE市場の経済規模調査と、インセンティブ旅行
とミーティングの調査を中心に行い、国内外の市
場調査を実施。

観光庁参事官（国際会
議等担当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-610)

484
衛星干渉ＳＡＲ解析によ
るフィルダムの変形計測
業務

国際航業（株）
随意契約（企画競
争）

28,836,000 9月29日

フィルダムを対象として、衛星データを用いた干渉
SAR解析や時系列干渉SAR解析等を行い、それ
らと現地計測データとの比較から、衛星干渉SAR
解析によるダムの変形計測の誤差要因に関する
分析を行った。

国土技術政策総合研究
所河川研究部大規模河
川構造物研究室
tel : 029-864-2587
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485
都市内高速道路におけ
るドライバの情報獲得行
動等調査業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画競
争）

24,732,000 9月29日

アンケート調査によるドライバの情報利用実態の
把握、実験計画案の作成と予備実験の実施、走
行実験の実施と実験データの収集・整理、ドライ
バの情報獲得行動を考慮した情報提供改善案の
作成を実施する。

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

486
蓄電装置によるピーク対
策効果実験その他調査
業務

日本環境技研（株）
随意契約（企画競
争）

19,008,000 9月29日

蓄電システム、太陽光パネルを組み合わせた蓄
放電装置の作成及びそれを用いたピーク対策実
験を実施するとともに蓄電関連の技術情報を収
集・整理する。

国土技術政策総合研究
所
建築研究部環境・設備
基準研究室
tel：029-864-4356

487
画像センサーを用いた
変動抽出に関わる調査
業務

（一社）建設電気技術協
会

随意契約（企画競
争）

14,958,000 9月29日

本業務は、災害時に被害が想定される地域の状
況把握を迅速に行うシステムとして、CCTV画像を
迅速に収集し、画像による被災状況の把握と画
像の蓄積管理提供手法について、調査・整理を
行うものである。

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

488
船舶から排出されるブ
ラックカーボン排出状況
等調査研究業務

（独）海上技術安全研究
所

一般競争入札 12,431,928 9月29日
船舶から排出されるブラックカーボンの排出状況
及びブラックカーボン計測方法の特性をとりまとめ
た報告書

海事局船舶産業課国際
業務室国際調整係
tel：03-5253-8634

489

住宅外皮の省エネル
ギー技術の定量的評価
方法確立のための解析
業務

JV:砂川建築環境研究
所・ＥＰ＆Ｂ設計共同体

随意契約（企画競
争）

10,800,000 9月29日

住宅外皮の省エネルギー技術の定量的評価方
法確立に向けた研究に必要なデータの収集を目
的として、①住宅外皮に関する省エネルギー要素
技術の課題整理、②住宅外皮に関する断熱およ
び日射取得・遮蔽技術の定量的評価方法による
解析及び調査整理を行った。

国土技術政策総合研究
所
住宅研究部住環境計画
研究室
tel：029-864-4228

490
大規模災害に備えた道
路防災事前対策に係る
資料整理分析等業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

9,936,000 9月29日

1. 大雪及び大規模降灰による交通支障の事例
収集・整理　2. 大雪版タイムライン（案）の作成及
び課題の整理　3. 大規模地震被害のケーススタ
ディー

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

491
平成２６年度島づくり・人
づくりサポート調査業務

ランドブレイン（株）
随意契約（企画競
争）

9,601,200 9月29日

外部支援の必要性が高い離島振興策を自ら主
体的に取り組もうとしている離島を選定し、効果的
な離島振興策の実施を促すとともに、外部機関が
初期段階から離島振興策を支援する方法の有効
性を検証する。

国土政策局離島振興課
Tel:03-5253-8421

492

維持管理での利用を想
定した既設橋梁の簡易
な３次元モデルに関する
調査業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画競
争）

8,964,000 9月29日

本業務では、3次元モデルの自動的、もしくは簡
易な生成に関する国内外の技術を調査するととも
に、既設橋梁の3次元モデル化に適用可能な技
術を整理する。さらに、橋梁の空間的な構造を簡
易に表現するモデルとして、パノラマウォークス
ルーによる橋梁の3次元仮想空間のプロトタイプを

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
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493

平成２６年度総合的な
交通体系の視点を踏ま
えた評価指標の検討調
査

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

8,488,800 9月29日

交通分野における評価指標について国土政策・
交通政策の動向等を踏まえ整理し、次期国土形
成計画（全国計画）を交通面からモニタリングする
ための指標が具備するべき要件・特性を整理した
上で、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）

494

平成２６年度国土形成
計画(全国計画)のモニ
タリングにおける意識調
査業務

楽天リサーチ（株） 一般競争入札 4,198,608 9月29日

一般国民を対象とした意識調査を実施し、国土
形成計画に示されている戦略的目標の実現に対
して、一般国民はどのように実感しているかなどを
探った。

国土政策局総合計画課
総括班
tel:03-5253-8111
（内線29-317）

495

平成２６年度国土形成
計画（全国計画）のモニ
タリングに関する調査・
分析業務

社会システム（株） 一般競争入札 3,337,200 9月29日

平成２１年度からの統計情報等を基に、国土形
成計画（全国計画）に示された新しい国土像の達
成状況を的確に検証・評価するためのモニタリン
グ及びその結果についての分析を行った。

国土政策局総合計画課
総括班
tel:03-5253-8111
（内線29-317）

496
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 3,088,800 9月29日 当初契約（4月1日付け）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

497

国内における訪日外国
人旅行者の受入環境整
備に関する現状調査、
分析、国内・海外情報
発信方策調査業務

アクセンチュア（株）
随意契約（企画競
争）

30,000,000 9月30日

来訪した外国人旅行者の滞在中の満足度を高め
るため、多肢ににわたる受入環境の現状を把握
し、その結果の分析・検討・情報発信し自治体・
民間事業者等における受入環境の自主的整備
のの効果的な促進を図ることを目的とした。

観光庁参事官（外客受
入担当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-907)

498
ＩＴＳスポットのアップリン
ク通信に関する技術的
課題調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

29,948,400 9月30日

３環状道路に設置されているITSスポットのアップリ
ンク通信を分析するための走行試験を実施し、技
術的課題やその原因、対応方針案の整理を行う
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
tel : 029-864-4496

499
サービス付き高齢者向
け住宅に係る評価・情報
表示方策検討調査

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

19,980,000 9月30日

利用者等がニーズに合った高齢者向け住宅を適
切に選択できる環境を整備するため、サービス付
き高齢者向け住宅の情報提供内容の充実や、
サービス付き高齢者向け住宅の整備内容やサー
ビス水準の評価方法等について検討することを目

住宅局安心居住推進課
高齢者住宅指導係
内線39-855

500

民間賃貸住宅の新規
ニーズへの対応と適正
な管理運営のための
オーナー及び事業者の
役割分担等に関する調
査

（株）価値総合研究所
随意契約（企画競
争）

17,992,800 9月30日

賃貸住宅に係る新たなニーズや動向等、さらには
大規模修繕などの必要とされる取組について、賃
貸住宅のオーナー、事業者の問題意識、役割分
担、取組状況等について調査検討することで、賃
貸住宅の新たな取組に対応した適切な運営に必
要となる両者の役割及びそうした取組の一層の普
及に向けて必要となる課題とその解決方策を明ら
かにすることを目的とする

住宅局住宅総合整備課
賃貸市場整備係
内線39-365
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501
公営住宅の維持管理・
点検状況調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画競
争）

16,470,000 9月30日

公営住宅の維持管理・点検状況等について、最
新の状況を把握し、今後の公営住宅の管理情報
のデータベース化に向けて、必要な情報の整理、
ひな形の作成を行うことを目的とする

住宅局住宅総合整備課
安全技術係
内線39-346

502

子育て世帯等の居住の
安定に資する地域包括
型の住まい・生活支援
サービスのあり方に関す
る調査・検討業務

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

14,990,400 9月30日

子育て世帯等の住まい・生活支援サービス（以下
「住まい等」という。）に関するニーズの多様化を
踏まえつつ、子育て世帯等を取り巻く住まい等の
現状・課題を調査・分析し、様々な世帯が生き生
きと安心して暮らせる地域包括型の住まい等のあ
り方とその推進方策を検討することを目的とする

住宅局安心居住推進課
家賃債務保証係
内線39-864

503
団地型マンション等の再
生の促進方策の調査検
討業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画競
争）

14,979,600 9月30日

マンションの再生、特に団地型のマンションの再生
の促進を図るために、マンションの建替・改修等の
再生に係る実態把握、ケーススタディ、再生に向
けた事業手法等の検討を行うことを目的とする

住宅局市街地建築課
マンション政策室
計画管理係
内線39-644

504
地域における公営住宅
の適切な需給に係る検
討調査

（株）アルテップ
随意契約（企画競
争）

11,988,000 9月30日

今後の事業主体の地域マネジメントの観点から、
需要に応じた公営住宅の適切な供給（建替えや
長寿命化等）が行なえるよう、マクロ的な活用戦
略について事業主体が検討する際の条件や考え
方等を整理し、情報提供していくための基礎的調
査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

505
公的賃貸住宅の長期延
命化技術に係る体系整
理調査

（株）社会空間研究所
随意契約（企画競
争）

11,394,000 9月30日
昭和40年代に建設された公的賃貸住宅の特徴
や課題を踏まえ、長期延命化技術に係る体系整
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

506
建築設備等の安全・安
定性の確保に関する調
査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画競
争）

10,999,800 9月30日

遊園地等における現行の維持管理規程等を参考
に、適切な規程のあり方を検討するとともに、基準
適合しないエレベーターの具体的な改修方法に
ついて検討を図り、エレベーターや遊戯施設等の
建築設備等の安全を確保することを目的とする

住宅局建築指導課
動力・設備係
内線39-576

507

平成２６年度将来の人
口分布と都市的な生活
拠点の立地等地域構造
の集約に関する調査

（一財）計量計画研究所
随意契約（企画競
争）

10,994,400 9月30日

メッシュ別将来人口試算についての計算手法の
改善、試算結果を用いた地域の人口分布が都市
的サービス施設の立地に与える影響等の分析を
行った。

国土政策局総合計画課
人口・社会経済班
tel:03-5253-8111
（内線29-333）

508
ASEAN地域における内
航船安全基準の調和に
関する調査

（一財）日本造船技術セ
ンター

一般競争入札 9,990,000 9月30日
ASEAN各国が目指すべき安全基準の方向性等
をとりまとめた報告書

海事局船舶産業課国際
業務室国際調整係
tel：03-5253-8634

509
社会情勢の変化を踏ま
えた今後の雨水対策の
あり方検討業務

(株)建設技術研究所
随意契約（企画競
争）

9,979,200 9月30日
社会情勢の変化を踏まえた今後の雨水対策のあ
り方検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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（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

510
降雨特性を考慮した浸
水対策に関する調査業
務

（株）日水コン
随意契約（企画競
争）

7,776,000 9月30日

全国26都市を対象に、各都市における雨水管理
計画策定時に作成された降雨強度式について、
降雨の発生要因や対象都市内の空間分布が与
える影響について整理するとともに、現在の計画
が持つ特性を整理した。

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

511

地域公共交通ネットワー
クの確保・維持のための
自治体等への働きかけ
に係る基礎資料の策定
調査に係る請負契約

（特非）ＳＣＯＰ
随意契約（企画競
争）

4,482,000 9月30日
地域公共交通ネットワークの確保・維持のための
自治体基礎調査及び利用促進に関するアンケー
ト等をとりまとめた報告書

中部運輸局企画観光部
交通企画課
０５２－９５２－８００６

512
平成26年度公共測量
実態調査実施業務

（株）ケーシーエスデータ
ワークス

一般競争入札 3,132,000 9月30日

測量計画機関の公共測量に関する現状及び平
成２５年度に実施した公共測量等の実態を把握
するために、国及び各地方公共団体等に対して
実施したインターネット調査を取りまとめる。

国土地理院企画部測量
指導課
tel：029-864-6149

7,608,260,181


