
平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（10月～12月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

1
超高齢社会における高
齢者の居住の安定確保
に関する調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

23,976,000 10月1日

地域包括ケアシステムの構築等に向け、サービ
ス付き高齢者向け住宅の立地状況、入居状況、
サービス水準等の整備実態等を踏まえ、市町村
における高齢者居住安定確保計画の策定方策
やサービス付き高齢者向け住宅の適正立地の推
進方策など、国土計画・まちづくり・住宅政策と介
護政策等との連携推進方策について検討を行う

住宅局安心居住推進
課
高齢者住宅指導係
内線39-855

2
都市浸水に対する自
助・共助対策等検討業
務

(株)日水コン
随意契約（企画
競争）

9,828,000 10月1日 都市浸水に対する自助・共助対策等検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

3
平成２６年度　下水道の
効果的な事業の推進に
関する検討業務

（株）建設技術研究所
中部支社

随意契約（公募） 7,290,000 10月1日

中部地方の下水道の「資源・エネルギー化の推
進方策」、「東海・東南海・南海トラフ地震対応の
下水道BCP策定の推進方策」、「継続的な下水
道広報を図るための推進方策」、「広域的な包括
民間委託」等を効果的に推進するための検討を

中部地方整備局建政
部
都市整備課
下水道係
tel：052-953-8573

4

地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律
の一部改正に伴う手引
き等作成業務

（特非）ＳＣＯＰ
随意契約（企画
競争）

2,699,676 10月1日

管内におけるセミナーや説明会等の開催の機会
を通じて、地方公共団体や関係者といった参加
者の意見や地域特性等を把握し、それらを踏ま
えて、全国版の手引きを補完するための当局管
内独自の手引きを作成する。

北陸信越運輸局企画
観光部交通企画課
tel：025-285-9151

5
下水道におけるリアルタ
イム降雨情報利活用促
進に向けた検討業務

（公財）日本下水道新
技術機構・(株)日水コン
共同提案体

随意契約（企画
競争）

24,915,600 10月2日
下水道におけるリアルタイム降雨情報利活用促
進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

6
ＩＴＳスポットサービスシス
テム設計業務

（株）長大 随意契約（公募） 14,904,000 10月2日 ITSスポットサービスのシステム検討。

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)

7
平成２６年度　全国道
路橋データベースシス
テム改良等業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

9,990,000 10月2日
新たに策定された定期点検要領に基づいた道路
橋の点検、診断の結果等について、円滑且つ簡
易に記録・保存するよう改良等を行う

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

8
流域における下水道を
介した水・物質循環の
推進方策検討業務

(公財)　日本下水道新
技術機構

随意契約（企画
競争）

8,964,000 10月2日
流域における下水道を介した水・物質循環の推
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

9
下水道におけるＩＣＴ・ロ
ボット活用の促進に関す
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）

7,992,000 10月2日
下水道におけるＩＣＴ・ロボット活用の促進に関する
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

10
石狩川流域圏における
持続可能な下水道シス
テム検討業務

（株）ドーコン 随意契約（公募） 5,940,000 10月2日

今後の下水道事業収入減少、技術職員の削
減、維持管理費等の増大により、下水道事業の
運営が困難となる自治体の増加が想定されるこ
とから、事業経営のために事業の広域化等のモ
デルケースを検討した。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付下水道
係
tel;011-709-2311
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11
平成２６年度　中部圏
広域連携推進検討業
務

中央コンサルタンツ（株） 随意契約（公募） 4,989,600 10月2日

リニア中央新幹線の東京～名古屋間の開業を
見据えた中部圏の地域づくりにおける広域連携
推進のあり方について、国・地方公共団体等が
行っている取り組み及び地域の将来像を多角的
に予測し、中部圏広域地方計画上に分類・整理
し、課題抽出・方策の検討を行い、本計画後半
期のプロジェクト推進に向けた方向性を検討する

中部地方整備局
建政部計画管理課
tel：052-953-8571

12
「簡単な下水道ＢＣＰ」の
作成に向けたモデル地
域の支援業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

993,600 10月2日
「簡単な下水道ＢＣＰ」の作成に向けたモデル地
域の支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

13
平成26年度　砂防設備
等に関する点検ガイドラ
イン検討業務

（一財)砂防フロンティア
整備推進機構

随意契約（企画
競争）

4,244,400 10月3日
平成26年度　砂防設備等に関する点検ガイドラ
イン検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

14
測量士・測量士補に関
する実態調査作業

（公社）日本測量協会 一般競争入札 1,663,200 10月6日

測量技術者の新技術の習得レベル、技術継承
等の現状を調査・分析し、その結果を測量行政
懇談会審議等での基礎資料とするため、測量
士・測量士補の資格登録者数の内、現状の測量
技術者の実態（人数や年齢構成等）を調査し、そ
の結果を取りまとめる。

国土地理院総務部
政策調整室
TEL:029-864-1113

15
情報分析・意思決定支
援システムに関する調
査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

34,884,000 10月7日

1.災害対応の時系列と意思決定の関係の整理
2.インフラ施設被害等に関する情報の現況整理
3.ヒューマンセンサー情報に基づく災害状況把握
に関する実験　4.災害情報の分析手法の整理
5.情報分析・意思決定支援システムの基本設計

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

16
コンクリート舗装の適用
方法及び点検・診断手
法に関する検討業務

JV:土木研究センター・
レインボーコンサルタント
設計共同体

随意契約（企画
競争）

13,824,000 10月7日

本業務では、耐久性に優れているコンクリート舗
装の適用方法について検討するとともに、点検・
診断手法について検討し、コンクリート舗装の維
持管理基準等の策定の基礎資料の作成を行っ

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

17

粘り強い海岸堤防の減
災効果の基礎的検討の
ための津波浸水計算業
務

（株）東京建設コンサル
タント

随意契約（企画
競争）

9,720,000 10月7日
粘り強い海岸堤防の減災効果の基礎的検討に
必要なデータ等を取得するため、津波浸水計算
を行った。

国土技術政策総合研
究所
河川研究部海岸研究
室

18
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）

1,404,000 10月7日 当初契約（9月16日）へ記載

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

19

土中構造物（道路トンネ
ル等）の設計及び維持
管理に係る基準等に関
する調査業務

（株）道路建設コンサル
タント

随意契約（企画
競争）

19,494,000 10月8日
道路トンネルの損傷事例や対策に関する資料整
理、及び点検データの分析、対策工の評価に関
する課題整理を行う。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部構造・基礎研究室
tel : 029-864-7189
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20
舗装の状態評価及び管
理指標に関する検討業
務

JV:オリエンタルコンサル
タンツ･ﾚｲﾝﾎﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀ
ﾝﾄ設計共同体

随意契約（企画
競争）

14,040,000 10月8日

本業務では、排水性舗装の破損形態について整
理するとともに、管理状態評価について検討し、
舗装の維持管理基準等の策定の基礎資料の作
成を行った。

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

21

建物情報モデルを用い
た住宅履歴情報の蓄
積・管理手法に関する
調査整理業務

（一社）ＩＡＩ日本
随意契約（企画
競争）

7,398,000 10月8日

集合住宅の住宅履歴情報整備を支援するため、
三次元形状モデルを中心として住宅の履歴情報
を蓄積・管理する建物情報モデルの利用に関す
る技術資料をとりまとめることを目的として、建物
情報モデルの利用に関する技術動向の情報収
集・整理、及び建物管理に適した建物情報モデ
ルの作成に関する課題の整理を行った。

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

22
水門・陸閘等の耐震・対
津波対策における構造
上の課題に係る検討業

（株）エコー
随意契約（企画
競争）

6,048,000 10月8日
水門・陸閘等の耐震・対津波対策のとりまとめに
向けて、港湾の特性を考慮して、それらの構造上
の課題を抽出し、整理・検討を行った。

国土技術政策総合研
究所沿岸防災研究室
046-844-5018（代）

23
下水道新技術導入に適
した事業方式に関する
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）

4,914,000 10月8日

下水処理場において、各事業方式を活用して下
水汚泥エネルギー化技術の導入を行った自治
体を対象とし、既往資料、ヒアリング、現地調査
等により各事業方式の適用効果の大小を把握
し、各事業方式に適した技術・事業規模・条件な
どを整理するとともに、これまで、PFI、DBOの適用
実績が少ない技術・事業への各事業方式の適

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

24

官民連携事業における
所有と経営等の適正な
バランスの確保に係る
方策検討業務

デロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー
（株）

随意契約（企画
競争）

29,955,700 10月9日
官民連携事業における、株式・債権等の保有分
離の実現可能性等について検討。

総合政策局官民連携
政策課　金融企画係
tel：03-5253-8981

25
官民連携事業効果に係
る情報整備手法に関す
る検討業務

みずほ総合研究所（株）
随意契約（企画
競争）

29,894,400 10月9日
官民連携事業の効果について、VFM等の「直接
効果」と地域活性化等の「波及的な（外部）効
果」を抽出し、体系的な整理を行った。

総合政策局官民連携
政策課　事業係
tel：03-5253-8981

26
人材・ノウハウの活用等
による官民連携事業の
導入支援方策検討業

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

25,995,600 10月9日
人材・ノウハウの活用を通じて、具体的な官民連
携事業の発掘・形成を図るための支援方策につ
いて検討。

総合政策局官民連携
政策課　事業係
tel：03-5253-8981

27
平成２６年度　道路空
間のオープン化に関す
る調査検討業務

平成２６年度道路空間
のオープン化に関する
調査検討業務　日本み
ち研究所・セントラルコン
サルタント共同提案体

随意契約（企画
競争）

25,920,000 10月9日
道路の上下空間の利用に関する検討や道路占
用制度緩和のフォローアップ等を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室計画係
tel：03-5253-8497

28
多様な主体との連携に
よる道路空間の質の向
上に関する調査検討業

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

20,304,000 10月9日
日本風景街道の取組み状況について、情報収
集、意見交換等を通じ、地域の課題解決のため
の調査・検討等を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室環境調
査係

29
道路緑化による良好な
道路空間の形成等に関
する調査検討業務

（一財）日本緑化セン
ター

随意契約（企画
競争）

17,928,000 10月9日
植栽の見直しや街路樹の管理等について所要の
調査検討を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室環境対
策係
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30
平成２６年度　道路にお
ける省エネルギー対策
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）

16,999,200 10月9日
新たな省エネルギー対策、地球温暖化対策につ
いて調査し、この効果等について検討する

道路局環境安全課道
路環境調査室計画係
tel：03-5253-8497

31
今後の効果的な道路交
通騒音対策に関する検
討業務

今後の効果的な道路交
通騒音対策に関する検
討業務日本みち研究
所・ニューズ環境設計
共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,968,800 10月9日
交通の状況に応じた騒音の特徴の整理、道路管
理制度等の騒音対策への適用可能性の整理等
を行う

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

32
インド大都市における都
市鉄道構想に係る動向
調査

日本工営（株） 一般競争入札 11,880,000 10月9日

インド国内における都市鉄道の現状を把握すべ
く、既存・建設中・計画中の都市鉄道について、
路線長・開業時期・建設資金・進捗状況等の概
要調査を行った。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40163)

33

平成２６年度　二国間
会議を通じたインド・ベト
ナムの道路行政・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 7,979,040 10月9日
道路分野の二国間会議を通じて、インド・ベトナム
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

34

平成２６年度国土数値
情報（土地利用）の更新
手法等に関する調査業
務

（株）パスコ 一般競争入札 7,797,600 10月9日

定期的に更新している国土数値情報（土地利
用）データについて、次年度以降より効率的に更
新するために原典資料の検討を行い、作業手順
書を作成。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係
tel：03-5253-8353

35

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

（株）日本構造橋梁研
究所

随意契約（企画
競争）

5,659,200 10月9日 当初契約（5月22日）へ記載

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

36

国連水と衛生に関する
諮問委員会東京会合を
踏まえた河川行政等の
情報発信及び会議運営
補助業務

(株)エモック・エンタープ
ライズ

一般競争入札 4,964,955 10月9日
国連水と衛生に関する諮問委員会東京会合を
踏まえた河川行政等の情報発信及び会議運営
補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

37

国土政策局電子計算
機システムの政府共通
プラットフォームへの移
行に向けた検討資料作
成業務

内外地図（株） 一般競争入札 4,924,800 10月9日

国土政策局電子計算機システムを政府共通プ
ラットフォームへ移行するにあたっての課題や問
題点等の調査及び対応策等の検討を行い、移
行に向けた検討に資するための資料を作成。

国土政策局
国土情報課　主査
tel：03-5253-8353

38

公共施設等運営事業に
おける適切な管理のた
めのモニタリング等のあ
り方検討業務

新日本有限責任監査
法人

随意契約（企画
競争）

34,992,000 10月10日
公共施設等運営事業における、事業の承継時
及び実施期間中の適切な管理の対応方策につ
いて検討。

総合政策局官民連携
政策課　企画第二係
tel:03-5253-8981

39

官民連携事業を促進す
るための官民間の対話・
提案に関する方策検討
業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

24,987,960 10月10日
官民間の対話・提案に取り組んでいる先進事例
を収集・整理し、課題と対応方策を検討。

総合政策局官民連携
政策課　事業係
tel：03-5253-8981
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40

平成２６年度　人工衛
星にによるリモートセンシ
ングを活用した被災状
況調査手法の検討業務

(株)パスコ
随意契約（企画
競争）

7,938,000 10月10日

迅速かつ広域な調査を可能とするリモートセンシ
ング衛星を用いた被災状況調査について、迅速
性・的確性・適用範囲等の観点から現状の技術
レベルとこれを向上させるための技術的課題を
抽出・整理し、今後の技術開発の可能性を検討
しつつ、技術開発に係る資料として整理を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22337)

41
平成２６年度土地分類
基本調査成果等のデー
タ更新業務

内外地図（株） 一般競争入札 4,730,400 10月10日
土地履歴調査の調査成果データ等について、
ホームページに掲載するためのデータ変換など
の更新業務を実施。

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

42
平成２６年度都市用水
使用量分析等調査業
務

株式会社リベルタス・コ
ンサルティング

一般競争入札 1,512,000 10月10日
平成２６年度都市用水使用量分析等の調査を
行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
総合水資源管理戦略
室
０３－５２５３－８１１１

43
南海トラフ巨大地震対
策近畿地方地域対策
計画資料作成業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

24,137,400 10月14日
南海トラフ巨大地震の被害想定より、近畿地方
地域対策計画をとりまとめる。

近畿地方整備局企画
部企画課施策分析評
価係

44
Ｈ２６急流河川における
河川構造物の摩耗対策
に関する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

9,936,000 10月14日

本業務は、急流河川に設置される河川構造物
（床止め工及び落差工）を想定し、床止め工の摩
耗範囲や摩耗量の推定を検討するための基礎
資料を得るため、同研究所内の実験水路に、コ
ンクリート製水路固定床と落差工の模型を設置
し、河床勾配や落差高さを随時変化させ、礫を
投入した流水によるコンクリート固定床の水路摩
耗実験とその摩耗量計測及び画像解析を行うも

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

45

再生水利用等における
衛生学的リスク低減に
係る消費エネルギー及
びコスト等調査業務

（株）日水コン
随意契約（企画
競争）

4,924,800 10月14日

諸外国における衛生学的水質基準の整理、再
生水利用における衛生学的リスク制御のための
目標水質の試算、放流先での水利用における衛
生学的リスクの試算、再生水処理における目標
水質達成に必要な運転条件設定及び水処理に
係るエネルギー消費量・コスト試算を行った。

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

46
平成２６年度まちづくりと
一体となった駐車対策
検討業務

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画
競争）

4,860,000 10月14日

 沖縄県内の都市部における駐車場の現状や
様々な駐車問題、県外での事例を整理し、県内
の駐車問題に対する対策案をまちづくりの観点か
ら検討し、自治体等の参考となるよう資料を取り
まとめるものである。

沖縄総合事務局建設
産業・地方整備課都市
整備係
tel：098-866-1910

47
宅地の液状化マップ作
成支援ソフトの開発に関
する業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

2,865,240 10月14日
宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針
に基づく液状化マップ作成支援ソフトの開発を行
うものである。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市
計画研究室
tel : 029-864-3953
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48
モデル地区における中
長期的な事業見通しに
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）

994,680 10月14日
モデル地区における中長期的な事業見通しに関
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

49
河道の長期変化と被災
危険度推定手法に関す
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）

25,704,000 10月15日

本業務は、効率的・計画的な河道管理の方策に
ついて検討するため、国土交通省が管理する全
国109水系の直轄河川を対象として、河道の流
下能力の変化について整理し、河道形状の経年
変化と被災箇所の河道状況との対応から被災危
険度推定手法について整理するとともに、特徴的
変化を生じている河道の長期変化プロセスについ
て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

50

平成26年度ビッグ・デー
タを活用した交通統計
データの調査・分析手
法等の構築及び確立業

（一財）運輸政策研究
機構・（株）ライテック

随意契約（企画
競争）

10,000,000 10月15日

大都市交通センサスについて、国際競争力の強
化等の政策課題の解決に資する交通統計デー
タの調査・分析手法の構築及び確立を実施し
た。

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8111
内線54706

51

平成２６年度建設分野
における国際機関との
連携可能性等に係る調
査検討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

8,100,000 10月15日

本業務は、世界中にネットワークを有する国際連
合等の国際機関（以下「国際連合等」という。）と
の連携により、エチオピア国の建設市場環境に係
る情報収集を実施し、国土交通省が国際連合等
と連携して建設分野に係るソフトインフラについて
対象国へ展開することの可能性、展開に向けた
今後の方策及び課題等を検討し、取りまとめるも

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

52

平成２６年度建設分野
におけるベトナム人技能
実習生の帰国後の活用
に関する調査検討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

5,497,200 10月15日

本業務は、育成したベトナム人技能実習生の帰
国後の活用という観点から、ベトナムの建設技能
労働者の就労に関連する制度や現状、また帰国
した技能実習生のベトナムでの就労に係る状況、
他職種における活用事例等を調査等した上で、
建設分野におけるベトナム人技能実習生の本国
での活用策に係る今後の方向性と課題について
検討及びとりまとめを実施するもの。

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

53
地域鉄道のあり方に関
する検討調査

社会システム（株） 一般競争入札 4,892,400 10月15日

地域鉄道は、住民の移動や観光振興など地域
の基盤として重要な役割を担っているが、厳しい
経営状況の中で、安全輸送の確保などの様々な
課題を抱えている。本業務は、地域鉄道の現状
と課題を整理し､課題解決の方策等を議論すると
ともに､関係者間で共有化を図るものである。

鉄道局鉄道事業課
tel：03-5253-8111
（内40664)

54
損傷時復原性に関する
旅客船のリスクレベルの
調査

（独）海上技術安全研
究所

一般競争入札 3,326,908 10月15日
今後のIMOの議論に適切に対応していくため損傷
時復元性に関する旅客船の調査を実施し、その
結果をまとめた報告書

海事局安全政策課船
舶安全基準室政策係
tel:03-5253-8631

55
火山地域における土砂
災害発生を考慮した開
発に関する検討業務

（一財)砂防フロンティア
整備推進機構

随意契約（企画
競争）

2,980,800 10月15日
火山地域における土砂災害発生を考慮した開発
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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56
北海道と東北地方の広
域連携による旅行需要
創出にかかる調査事業

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

2,678,400 10月15日

北海道との連携による取り組みとして、広域連携
軸の深度化を図り、周遊促進策の具体的な検討
を行う。 また、ジャパンレールパスのように、外国
人観光客の広域移動を支援している割引   切
符の活用による検討を行うため、特に台湾   市
場の意向、条件について検討を行うものとする。

東北運輸局企画観光
部
観光地域振興課
℡:022-380-1001

57
平成２６年度　道路施
設情報整理検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

29,700,000 10月16日

メンテナンスサイクルの確定を図るため、道路構
造物の定期点検結果に基づく点検データを蓄積
し、効果的な維持管理の実施、作業の効率化等
を図ることを目的として、既存のデータベース等
を活用し、システムの検討・改良等を行う

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

58
平成２６年度大宮国道
管内交通量調査

(株)新日本エグザ 指名競争入札 27,540,000 10月16日
圏央道供用及び上尾道路供用に伴う整備効果
を把握するため、交通状況の観測調査を行う

関東地方整備局大宮
国道事務所　経理課
tel：048-669-1200

59
平成２６年度　道路の計
画的維持管理手法の検
討業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画
競争）

22,680,000 10月16日

各道路管理者における道路施設の維持管理の
実態を把握・分析し、施設の長寿命化への取組
や技術開発等による施設の維持管理計画からの
中長期的な維持管理・更新等のコスト（費用）を
算出し、効率的・効果的な維持管理・更新手法

道路局国道・防災課道
路保全企画室
tel:03-5253-8492

60
北海道に関わる港湾貨
物流動分析等調査業
務

（一社）寒地港湾技術
研究センター

随意契約（公募） 12,420,000 10月16日
北海道における輸出入コンテナ等の貨物の流動
状況等について分析

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

61

平成２６年度民間企業
の事業環境改善のため
の第三国連携推進事例
（ベトナム複合的開発事
業）調査業務

平成２６年度民間企業
の事業環境改善のため
の第三国連携推進事例
（ベトナム複合的開発事
業）調査業務共同提案
体（代表者：（株）アル
メックＶＰＩ）

随意契約（企画
競争）

9,774,000 10月16日

本業務では、今後、我が国企業による同事業の
円滑化を図るにあたり、人口増加、都市化の進
展が著しいベトナムを例に第三国連携による複合
的な面的開発事業や計画を対象として現地調
査等を行うことにより、制度的課題、改善策の整
理や、第三国連携の推進に向けた検討を行い、
我が国企業の事業環境改善策等についてとりま

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

62

エネルギー効率指標等
に基づく国際海運からの
温室効果ガス削減対策
に関する調査

（独）海上技術安全研
究所

一般競争入札 3,872,053 10月16日

EEDI規制レビューにおけるエネルギー効率向上
に係る技術開発状況及び実燃費データ収集メカ
ニズムにおける各国提案の指標案調査を実施
し、その結果をまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課環境渉外室
tel：03-5253-8118

63
平成２６年度　トンネル
の設計に関する調査研
究

（公財）鉄道総合技術
研究所

随意契約（企画
競争）

29,700,000 10月17日

トンネルを設計する指針である鉄道構造物等設
計標準について、各種トンネル工法の最新知見
を取り入れ、性能照査型設計法へ移行するた
め、トンネルの設計に関する調査研究を行ったも

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40732）



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（10月～12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

64
平成２６年度　鉄道構
造物（鋼橋りょう）の維持
管理に関する調査研究

（公財）鉄道総合技術
研究所

随意契約（企画
競争）

23,976,000 10月17日

鋼橋りょうの構造に応じた列車の運行に大きな影
響を及ぼす変状の把握方法から対策の選定まで
の体系、鋼橋りょうの耐震診断方法とその補強技
術に係る体系等を整理し、維持管理の実務者が
理解しやすい鉄道構造物等維持管理標準の手
引きとして取りまとめることを目的とした調査研

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40732）

65
平成26年度相模原市
モデル事業に係る発注
者支援業務

株式会社ＵＲリンケージ
随意契約（企画
競争）

11,016,000 10月17日
公共下水道整備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

66
平成26年度大阪府モ
デル事業に係る発注者
支援業務

一般財団法人　建築保
全センター

随意契約（企画
競争）

9,720,000 10月17日

建築物補修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

67
平成26年度大仙市モ
デル事業に係る発注者
支援業務

日本工営株式会社　東
京支店

随意契約（企画
競争）

9,612,000 10月17日

道路維持・除雪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

68
平成26年度宮城県モ
デル事業に係る発注者
支援業務

日本工営株式会社　東
京支店

随意契約（企画
競争）

9,612,000 10月17日

道路除雪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
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69
平成26年度新城市モ
デル事業に係る発注者
支援業務

明豊ファシリティワークス
株式会社

随意契約（企画
競争）

8,640,000 10月17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

70
マレーシア高速鉄道セミ
ナーの実施運営業務

（株）ステージ 一般競争入札 3,652,560 10月20日

マレーシア政府関係者、本邦政府及び政府機関
関係者、マレーシア民間企業及び日本側企業連
合等が参加し、５０周年を迎えた日本の新幹線
の経験、技術を紹介したもの。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40163)

71
鉄道の運転規制に関す
る調査

（一社）日本鉄道運転
協会

一般競争入札 2,950,571 10月20日

鉄道の運転規制に関する技術基準について、現
状の鉄道事業者における具体的な取扱いを把握
し、鉄道の安全・安定輸送を目的とした、現状の
技術基準における課題や基準運用上の問題点
を整理するために必要な基礎資料を作成するの

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40723）

72

平成２６年度訪日外国
人旅行者への競合国分
析に関する基礎調査事
業

（株）日本リサーチセン
ター

随意契約（少額
随契）

954,439 10月20日
訪日外国人旅行者に対して旅行先検討の際に、
他に検討していた競合国を把握し、競合国分析
に活用が可能となる基礎調査を実施。

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27-506)

73
日韓河川及び水資源開
発技協力会議における
通訳・翻訳業務

常陸興業（株）
随意契約（少額
随契）

164,160 10月20日
日韓河川及び水資源開発技協力会議における
通訳・翻訳を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

74
平成２６年度低潮線保
全区域衛星画像作成

国際航業（株） 一般競争入札 29,160,000 10月21日
平成２６年度低潮線保全区域衛星画像の作成
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

75
船舶主機等の最低出力
規制に関する調査

（独）海上技術安全研
究所

一般競争入札 9,426,520 10月21日
２万DWT未満の船舶最低出力規制適用の技術
要件及び船舶航行の荒天遭遇の状況調査を実
施し、その結果をまとめた報告書

海事局海洋・環境政策
課環境渉外室
tel：03-5253-8118



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（10月～12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

76

フィリピンにおけるFRP船
を活用した木造船代替
に関する実証実験及び
経済性評価調査【再度

ヤマハ発動機（株） 一般競争入札 5,981,979 10月21日
フィリピンにおけるバンカーボートのＦＲＰ船への代
替について経済性評価を実施し、その結果をとり
まとめた報告書

海事局船舶産業課
tel：03-5253-8634

77

開発途上国の国内海上
輸送における船舶の稼
働率向上に関する実証
実験（パイロットプロジェ
クト）を通じた調査事業

（株）日本海洋科学、
（株）イコーズ

随意契約（企画
競争）

12,493,440 10月22日
フィリピンにおけるバンカーボートのFRP船への代
替について経済性評価を実施し、その結果をとり
まとめた報告書

海事局外航課
tel：03-5253-8619

78
レンタカーを活用した香
港プロモーション事業

トップツアー（株）
随意契約（企画
競争）

1,694,080 10月22日

葉県及び神奈川県地域において、レンタカー周
遊ツアーを定着させることをテーマとして、両県地
域の魅力ある観光資源を組合せた自由な旅行
でしか楽しむことができないドライブコースを作成
し、実際に体験してもらうことで訪日香港人旅行
客の誘客強化を図る。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

79

国連水と衛生に関する
諮問委員会東京会合を
踏まえた河川行政等の
情報発信及び会議運営
補助業務（第一回変

(株)エモック・エンタープ
ライズ

一般競争入札 ▲ 29,160 10月22日
国連水と衛生に関する諮問委員会東京会合を
踏まえた河川行政等の情報発信及び会議運営
補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

80

道路ネットワーク運用に
資する交通シミュレー
ション共通データ基盤調
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）

14,936,400 10月23日

都市圏における道路ネットワーク運用に資する交
通シミュレータの要件整理、共通データ基盤にお
けるデータの要件整理、共通データ基盤の基本
設計とプロトタイプ作成、共通データ基盤の有効
性に関するケーススタディを行うものである。

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

81
車線利用適正化サービ
スのドライバ受容性等調
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）

14,752,800 10月23日

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、ACC使用
時のドライバ走行快適性と車線変更希望に関す
る分析、高速道路サグ部におけるACCを活用し
た渋滞緩和に効果的な走行方法の整理を実施

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

82
ITSスポットサービス評価
業務

（株）長大 随意契約（公募） 13,197,600 10月23日

１．提供情報の改善設計
２．普及促進活動補助
３．道路ﾌﾟﾛｰﾌﾞ情報活用促進説明会補助
４．道路ﾌﾟﾛｰﾌﾞ情報収集設備資料作成
５．ﾓﾆﾀｱﾝｹｰﾄ調査

近畿地方整備局
道路部 交通対策課
tel：06-6945-9107

83
都市内における道路の
使われ方に関する調査
業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 10月23日

将来要求されうる道路の機能や役割及び道路整
備における既存の考え方や利用実態等を整理
し、道路の使われ方に関する新たな取組みを想
起するような事例を蓄積するため、道路の使わ
れ方について、国外を中心に事例を収集・整理
し、国外事例を国内に適用した道路空間の断面
設計を行うとともに、法令・基準等の整理を行っ

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部道路
研究室
tel : 029-864-4472
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84

マルポール条約付属書
Ⅴに基づく個体ばら積み
貨物残留物の海洋環境
への有害性に関する基
礎調査

中央労働災害防止協
会

一般競争入札 5,801,460 10月23日

我が国で荷揚げされる固体ばら積み貨物の残留
物の海洋環境有害性判断に資するため、信頼性
のある情報源、試験方法及び試験成績等の情
報を収集調査する。

総合政策局　海洋政策
課
03-5253-8111
内線24364

85
産業観光を核とした観
光振興に関する調査

（株）新潟博報堂
随意契約（企画
競争）

2,360,000 10月23日

当局管内では、伝統工芸・産業が発達している
地域が多く、その中でも燕三条地域では、工場を
開放してものづくりを体感する「工場の祭典」や平
成２７年の全国産業観光フォーラムの開催地に
決定する等、産業観光のさらなる発展が期待さ
れる地域である。燕三条地域をモデルケースとし
て、産業観光を推進する地域が抱える共通した
課題や燕三条地域が抱える課題に対して調査を

北陸信越運輸局企画
観光部観光地域振興
課
tel：025-285-9181

86
平成２６年度土地取引
情報座標等付与検討
業務（第１回変更）

株式会社ゼンリン
随意契約（企画
競争）

1,512,000 10月23日 当初契約（４月１日）へ記載
土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

87
ＥＮ４５５４５及びＩＥＣ/Ｔ
Ｓ６２５９７に関する今後
の対応方策検討調査

（公財）鉄道総合技術
研究所

随意契約（企画
競争）

15,876,000 10月24日

国際標準化活動を行う際の基礎資料として活用
するため、EN45545(火災防護に関する規格)及
びIEC/TS62597(鉄道設備に関連する磁界の測
定手順に関する規格)の調査を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内57864）

88
平成２６年度国土政策
シミュレーションモデル
の開発に関する調査

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,998,800 10月24日

平成25年度に開発した国土政策シミュレーション
モデルをアップデートし、それを用いた将来シナリ
オの作成を行った。また、地域別の経済成長要
因や地域間の経済依存関係等について地域間
産業連関表等を用いた分析を行った。さらに、国
土をめぐる環境変化や政策の実施が地域経済に
与える影響を検討するため、空間的応用一般均
衡（ＳＣＧＥ）モデルの開発を行った。

国土政策局総合計画
課
人口・社会経済班
tel:03-5253-8111
（内線29ｰ323）

89
幹線鉄道の利便性向上
や高速化に係る施策の
効果等に関する調査

幹線鉄道の利便性向上
や高速化に係る施策の
効果等に関する調査共
同提案体（代表者（一
財）運輸政策研究機

随意契約（企画
競争）

10,000,000 10月24日
全国の幹線鉄道の利便性向上や高速化の観点
から、これまでの調査結果を踏まえつつ、各種施
策の導入効果や課題について分析したもの。

鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8111
(内40333)

90

公共交通サービスのア
クセシビリティに関するモ
ニタリングガイドラインの
作成等業務

（株）日本能率協会総
合研究所

一般競争入札 7,473,600 10月24日

アクセシビリティー指標の市町村が活用するため
の環境整備として、指標の目標値設定の方法を
整理するとともに、指標をうまく活用するためのガ
イドラインの作成を行った。

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8111
内線54706

91
深層崩壊に起因する大
規模土砂災害の被害想
定手法等検討業務

八千代エンジニヤリング
株式会社

随意契約（企画
競争）

3,952,800 10月24日
深層崩壊に起因する大規模土砂災害の被害想
定手法等検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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92

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
（第１回変更）

随意契約（企画
競争）

3,056,400 10月24日
歩行者移動支援サービス検証において、オープ
ンデータ環境下での検証を行い具体的課題や考
慮すべき事項の確認作業を追加。

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

93
建設業における人材確
保・育成に関する調査
検討業務

一般財団法人　建設業
振興基金

随意契約（企画
競争）

2,973,564 10月24日

各地域における関係者連携、団体・企業単独・
元下連携による若年者の入職、ＯＦＦ－ＪＴ促進
のための取組に関する事例収集・分析等を行
い、建設業における人材確保・育成に関する優
良事例集を作成し、委託先である一般社団法人
建設業振興基金のホームページに掲載を行っ

土地・建設産業局　建
設市場整備課　労働資
材対策室　労働係
（内線）24854

94
平成２６年度　土地所
有者不明の実態及び要
因の把握に関する調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（少額
随契）

999,180 10月24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、土地所有者不明の実態及び要
因の把握等を行った。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111

95

平成２６年度　景観に配
慮した道路空間の質の
向上に関する調査検討
業務

平成２６年度　景観に配
慮した道路空間の質の
向上に関する調査検討
業務日本みち研究所・
オリエンタルコンサルタン
ツ共同提案体

随意契約（企画
競争）

20,952,000 10月27日
道路空間の質の向上に向けて、道路景観に配慮
した道路整備の事例収集や道路景観に関する
事例集を作成する

道路局環境安全課道
路環境調査室計画係
tel：03-5253-8497

96

平成２６年度　空間機
能の向上に向けた既存
の道路空間の活用等に
関する調査検討業務

平成２６年度　空間機
能の向上に向けた既存
の道路空間の活用等に
関する調査検討業務
日本みち研究所・セント
ラルコンサルタント共同

随意契約（企画
競争）

19,980,000 10月27日
道路空間の再配分事例を収集し、体系的な整
理や分析を行うとともに、既存の道路空間の有効
活用に関する検討を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室計画係
tel：03-5253-8497

97
道路環境対策に係る課
題等調査整理業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

16,999,200 10月27日
道路環境対策や調査・予測に係る国内外の動
向調査や課題整理等を行う

道路局環境安全課道
路環境調査室環境対
策係

98
施設カルテ作成に係る
整理検討業務

(株)サトウファシリティー
ズコンサルタンツ

随意契約（企画
競争）

7,668,000 10月27日

既存の官庁施設において、平常時・非常時の両
面から、経年した施設の問題点や施設利用者の
ニーズ等を把握し、その蓄積・共有化を図るた
め、「施設カルテ」に盛り込む情報について整理
し、様式（案）を検討した。

官庁営繕部整備課施
設評価室
tel：03-5253-8111
（内線　23-514）

99

平成２６年度訪日外国
人旅行者へのビジット・
ジャパン事業効果検証
に関する基礎調査事業

（株）日本リサーチセン
ター

随意契約（少額
随契）

954,439 10月27日
訪日外国人旅行者に対して、ビジット・ジャパン事
業の効果検証に活用が可能となる基礎調査を実
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27-506)
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100
携帯電話から得られる
位置情報等を活用した
訪日外国人動態調査

（株）ドコモ・インサイト
マーケティング

随意契約（企画
競争）

2,975,454 10月28日

訪日外国人旅行者の携帯電話の位置情報等を
活用し、地域毎の特性、時間帯毎の特性及び曜
日毎の特性等や出身国毎の地域の傾向等を明
らかにする。

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)

101
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（変更契

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

691,200 10月28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)

102
平成２６年度　道路情
報プラットフォームに関
する検討業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

19,980,000 10月29日

維持管理データと交通量データ等の情報を一元
的に扱う道路情報プラットフォームを構築するう
えでの課題を整理することともに、プラットフォー
ムに必要な機能を検討する

道路局国道・防災課橋
梁係
tel：03-5253-8494

103
平成２６年度　四国地
整管内ＩＴＳスポット活用
検討業務

（株）長大 随意契約（公募） 14,925,600 10月29日
1．プローブデータを活用した道路管理の高度
化・効率化検討等

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

104
縦断ゴールデンルートを
活用した外国人観光客
誘客事業

（株）ＪＴＢ関東
随意契約（企画
競争）

2,571,000 10月30日

メディア及び旅行会社を招請し、記事掲載による
メディアへの露出と旅行会社による旅行商品造
成を行うとともに、タイ旅行博への出展を行い三
県（埼玉・群馬・新潟）エリアへの訪日旅行者増
加と東京を拠点とした新たな観光ルートとしての

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

105
下水道事業における汚
泥腐敗防止技術の適用
性検討補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

999,000 10月30日
下水道事業における汚泥腐敗防止技術の適用
性検討補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

106

既存住宅リフォーム時に
おけるユーザーへの説
明資料に関する整理及
び試行調査業務

村上建築設計室
随意契約（少額
随契）

939,600 10月30日

既存住宅の設計情報の整備・管理手法の研究
に資するため、ユーザーが既存住宅を安心してリ
フォームするために必要となる情報の把握を目
的に、リフォーム前後に必要となるユーザーへの
説明資料について、リフォーム関係者等への聞き
取り等から資料収集及びニーズ調査を行い、説
明資料のテンプレートの作成を行うものである。

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

107
下水道施設情報システ
ム開発業務

（株）日水コン・メタ
ウォーター（株）・国際航
業（株）共同提案体

随意契約（企画
競争）

125,280,000 10月31日 下水道施設情報システム開発を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

108

ブラジル連邦共和国に
おけるリオデジャネイロ
近郊鉄道の改善及び支
援方策に関する調査

日本コンサルタンツ（株）
随意契約（企画
競争）

28,975,158 10月31日
リオ州政府からの要請に基づき、同鉄道安全・安
定輸送の実現に向けた課題整理、対応策の検
討等に係る調査を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40163)



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（10月～12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

109
神田川流域浸水予測モ
デルの精度検証・改良
等業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

8,500,000 10月31日

国総研が所有する神田川流域浸水予測モデル
について、浸水予測領域を新たに作成するととも
に、河川・下水道等の整備状況、降雨配信デー
タの高度化、河川・下水道等の観測データの充
実等への対応、リアルタイム観測データの予測計
算へのフィードバックの観点から、モデルを改良
する。また、近年のゲリラ豪雨による浸水予測精
度の検証を行うとともに、予測精度の向上のため

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966

110
海外市場の所得階層別
の海外旅行意識に関す
る基礎調査事業

Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｌｔｄ．

随意契約（少額
随契）

776,000 10月31日
今後のビジット・ジャパン事業の対象とする国・地
域を検討するにあたっての、各市場の海外旅行
意識に関する基礎調査を実施。

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27-506)

111
土地分類基本調査成
果ＧＩＳ化業務

（株）東京地図研究社 一般競争入札 11,178,000 11月4日

土砂災害等が発生した際に被災の程度に影響
する表層地質及び土壌の情報を効果的に提供
するため、過年度に整備した表層地質図、土壌
図等を用いて、表層地質のＧＩＳデータを作成。

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

112

ロシア・東欧地域への国
際物流の効率化に係る
案件形成基礎調査検
討業務

（一財）日本総合研究
所

随意契約（企画
競争）

9,994,320 11月4日

・欧州・ロシアへ向かう物流ルートのうち、アドリア
海の港湾を活用した海上輸送ルートの優位性に
着目し、今後の利用増大可能性について検討を
実施。
・日露間の物流情報可視化に向けたニーズ、具

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

113
ゲリラ豪雨による浸水予
測システム設計業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

8,500,000 11月4日
ゲリラ豪雨による浸水の予測システムについて、
実務的な観点からその要件や仕様を検討する。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966

114
ロシア空港の案件発掘
に向けた基礎調査検討
業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,498,754 11月4日
日本企業の参入を念頭に置いたロシアの空港案
件を発掘するため、ロシアにおける空港整備計
画、民営化計画等の情報収集を実施。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

115
訪日外国人消費動向
調査結果を用いた周遊
ルート等の調査研究

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

4,957,200 11月4日
訪日外国人消費動向調査結果及びGIS地図
データ（G空間情報）等を結びつけ、訪日外国人
の周遊ルートの把握を行う。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-216)

116
東日本における海上コン
テナ貨物輸送の現状把
握調査

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）

4,860,000 11月4日
Ｈ25全国輸出入コンテナ貨物流動調査より、東
日本のコンテナ流動を把握した。また、現状を整
理しフィーダー航路構築の検討を行った。

関東地方整備局総務
部経理調達課調達係
tel：045-211-7413

117
下水道施設の効率的な
活用方法に関する検討
資料等作成補助業務

日本水工設計（株）
随意契約（少額
随契）

972,000 11月4日
下水道施設の効率的な活用方法に関する検討
資料等作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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118

下水道管きょ情報を活
用した調査優先度判定
システムの構築に関す
る調査業務

（株）日水コン
随意契約（企画
競争）

4,924,800 11月5日

データベース化された下水道関連情報を活用し
て、劣化の予測される箇所の抽出、管きょ内調
査箇所の優先度判定等を行い、管きょ内調査の
効率化を図るためのシステムを構築することを目
的として、システムのあり方について取りまとめた。

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

119

下水道管きょ情報管理
の高度化に資する先進
技術の導入に関する調
査業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

4,914,000 11月5日

管きょ内調査や情報管理の低コスト化、迅速化、
省力化のための先進技術を下水道施設の維持
管理に導入する場合の課題整理とその対応策に
ついて調査した。

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

120
平成２６年度地下水資
料収集業務

ジオテクノス（株） 一般競争入札 3,132,000 11月5日

平成25年度調査以降に設置された全国の井戸
で、主に深度30m以上の水井戸について、井戸
掘削時に得られた地質情報、揚水試験で得られ
た帯水層情報、水質検査結果といったデータを
収集・整理するとともに、数値化を行い、地下水
に関する基礎資料として整備。

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

121
平成２６年度　全国プレ
ジャーボート等実態調査
集計分析業務

社会システム（株） 一般競争入札 1,296,000 11月5日
平成２６年度　全国プレジャーボート等実態調査
集計分析を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

122
土工構造物等の設計及
び維持管理に係る基準
等に関する調査業務

（株）片平エンジニアリン
グ

随意契約（企画
競争）

21,384,000 11月6日

土工構造物の技術図書類の内容に関する資料
整理、土工構造物の施工状況に関する調査・整
理、並びに道路総点検データの活用における課
題を整理等を行う。

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

123

外国人観光客によるレ
ンタカーを利用した観光
における通信環境の利
用状況及び移動動向の
調査業務

（株）ライヴ環境計画
随意契約（企画
競争）

1,992,600 11月6日
外国人観光客が地域情報を取得するための方
法の把握及び無線LAN環境の整備に向けた調
査・検討した報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

124

マラッカ・シンガポール
海峡に設置されている
航行援助施設維持管
理に関するキャパシ
ティ・ビルディング及び
ワークショップ事業

（一社）海外運輸協力
協会

一般競争入札 14,121,995 11月7日

マラッカ・シンガポール海峡に設置されている航
行援助施設維持管理に関するキャパシティ・ビル
ディング及び同海峡における航行安全対策ワー
クショップを実施し、とりまとめた報告書

海事局外航課
tel：03-5253-8618

125
道路交通騒音・振動の
予測・対策にかかる動
向調査業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 11月7日

道路交通騒音の予測・評価・対策の研究におい
て必要となる最近の動向にかかる知見を得ること
を目的とし、海外の動向調査、および騒音の試
算を行うもの

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
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126

大型コンテナ船の安全
性向上策に資する技術
的課題の調査研究【再
度公告】

（独）海上技術安全研
究所

一般競争入札 7,329,960 11月7日

大型コンテナ船の安全性について、IMO等におい
て関心が高まっているが、未だIMO等の場で議論
には上がっていない、造船・海運先進国である我
が国としては、国際的な議論を積極的にリードす
るべく、他国に先駆けて大型コンテナ船の安全に
関する調査を実施し、その結果をまとめた報告書

海事局安全政策課船
舶安全基準室国際係
tel:03-5253-8631

127
中国地方における集約
型まちづくり検討業務

(株)福山コンサルタント 随意契約（公募） 5,497,200 11月10日
集約型都市構造への転換を図るための課題を
整理し、先進取組事例を参考に実施におけるポ
イントや留意事項を検討した。

中国地方整備局建政
部都市・住宅整備課企
画調査係
tel：082-221-9231

128
平成２６年度山村境界
基本調査（埼玉県東秩
父村）に関する業務

有限会社　二戸技術 一般競争入札 4,752,000 11月10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
海外の所得層別人口に
関する基礎調査事業

Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｌｔｄ．

随意契約（少額
随契）

836,625 11月10日
今後のビジット・ジャパン事業の対象とする国・地
域を検討するにあたっての、基礎調査を実施。

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27-506)

130
インフラ老朽化対策のマ
ネジメント手法に係る調
査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

17,982,000 11月11日
国内外のインフラ老朽化対策の先進事例につい
て情報を収集し、インフラ老朽化対策に関する取
組の方向性の整理を行った。

総合政策局参事官（社
会資本整備）室社会資
本整備企画係
tel :03-5253-8111
（内線24-284）

131
平成２６年度 鑑定評価
モニタリング実施状況等
調査業務

エム・アール・アイ　リ
サーチアソシエイツ株式
会社

一般競争入札 3,175,200 11月11日
鑑定評価モニタリングにおける資料の集計、整
理、分析結果等をまとめた報告書

土地・建設産業局地価
調査課鑑定評価指導
室鑑定評価調査係
tel:03-5253-8378

132
社会インフラ用ロボット
情報一元化システムの
構築検討業務

社会インフラ用ロボット
情報一元化システムの
構築検討業務先端建
設技術センター・野村総
合研究所共同提案体
（代表）一般財団法人
先端建設技術センター

随意契約（企画
競争）

29,916,000 11月12日

社会インフラの維持管理及び災害対応に役立つ
各種ロボット技術について、技術特性や配備状況
等の関連情報を一元化し、その情報をロボットの
利用者及び開発者等の各関係者により活用され
る仕組みを構築・運用する。これにより、ロボット
技術について、維持管理及び災害時の常時・非
常時に有効に活用されるとともに、ニーズとシー
ズのマッチングを通じた継続的な研究開発に資
することを目的として実施した。

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

133
道路土工構造物の点検
データに基づく損傷要因
分析に関する調査業務

JV:日本みち研究所・土
木研究センター設計共
同体

随意契約（企画
競争）

19,548,000 11月12日
本業務では、道路土工構造物の総点検結果に
関する整理・分析を実施し、それを基に土工構
造物における現状の課題を抽出した。

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
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134
道路交通の時間信頼性
向上効果の推計に関す
る分析業務

JV:地域未来研究所・交
通工学研究会設計共
同体

随意契約（企画
競争）

14,688,000 11月12日

道路交通の状況や事業便益について時間信頼
性を用いて評価するために、必要となる分析を行
うことを目的とし、具体には、時間信頼性の推計
手法に関する分析及び便益の試算、道路改良と
時間信頼性の関係に関する分析等を行った。

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

135
三島川之江港に関する
あり方検討業務

（公社）日本港湾協会
随意契約（企画
競争）

7,992,000 11月12日
三島川之江港において解決すべき課題等につい
て、関係者からの要請を把握し、その解決策の
検討を行うものである。

四国地方整備局松山
港湾・空港整備事務所
品質管理課
tel：089-951-0164

136

官庁施設の運用段階に
おけるＬＣＥＭツール活
用に関する基礎資料作
成業務

（一社）公共建築協会
一般競争入札
（総合評価方式）

7,020,000 11月12日

官庁施設におけるライフサイクルエネルギーマネ
ジメント（LCEM）の一層の推進のため、運用段階
でのLCEMツールの再現性の確認や活用事例の
調査等を通じて、運用段階におけるツール活用
のための資料作成を行った。

官庁営繕部設備・環境
課設備企画係
tel：03-5253-8111
（内線　23-736）

137
昇降機等の安全・安心
に関する取り組み推進
の調査検討業務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

6,976,800 11月12日

海外における事故情報等を活用し、国内での昇
降機等の安全・安心に関する取り組みの推進を
図るため、海外における昇降機等の事故発生情
報等及び事故の再発防止策の技術等、これらの
情報を継続的に収集する諸外国の担当部署（以
下、「海外のネットワーク機関」という。）と情報交
換ができるネットワーク形成についての調査検討
を行うことを目的とする

住宅局建築指導課
昇降機等事故調査室
内線39-573

138

平成２６年度　歩行者
移動支援に係るデータ
の効率的な整備更新・
活用促進業務

社会システム(株)
随意契約（企画
競争）

5,194,800 11月12日
歩行者移動支援サービス提供に必要となるデー
タ作成作業の簡素化、共通利用可能な汎用性
プログラムの検討。

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）

139
下水処理活性汚泥を対
象とした遺伝子解析業
務

(株)テクノスルガ・ラボ 一般競争 3,672,000 11月12日
下水処理活性汚泥からのDNA抽出、定量PCR、
および次世代シークエンス解析を行った。

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

140

平成２６年度　二国間
会議を通じた韓国の道
路行政・制度等に関す
る調査業務

（株）公共計画研究所 一般競争入札 3,453,840 11月12日
道路分野の二国間会議を通じて、韓国の道路行
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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141
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）

1,000,000 11月12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)

142

平成２６年度多様な入
札契約方式のモデル事
業支援業務（第１回変
更）

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

950,400 11月12日 当初契約（５月１４日）へ記載

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

143

交通円滑化マネジメント
の効率化に向けたプ
ローブデータ等の利用
方法に関する業務

（株）地域未来研究所
随意契約（企画
競争）

27,594,000 11月13日

交通円滑化マネジメントの効率化に向けて、プ
ローブデータ等を利用した、要対策箇所の抽出
方法の整理と試行、渋滞要因の特定方法の整
理と試行、要対策箇所の渋滞状況の経年変化
の把握を行った。

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

144

常時観測データ等を利
用した交通量、旅行速
度、交通密度の関係の
整理・分析業務

JV:道路計画・福山コン
サルタント設計共同体

随意契約（企画
競争）

24,840,000 11月13日

道路構造条件別に交通容量、交通需要、旅行
速度の関係を把握するため、車両感知器データ
やプローブデータを利用した「道路構造条件別の
交通量（Ｑ）、旅行速度（Ｖ）、交通密度（Ｋ）の関
係の作成」、「交通量の増加に伴う速度低下の発
生傾向等の分析」、「幹線道路の交通特性の分

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

145

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）

5,400,000 11月13日 当初契約（7月23日）へ記載

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

146
省エネ法(輸送事業者
に係る措置)における調
査分析業務

社会システム（株） 一般競争入札 2,430,000 11月13日
輸送事業者の省エネ効果や今後の省エネ改善
の見通し等について分析を実施

総合政策局　環境政策
課
03-5253-8111
内線24323

147 米国メディア招請事業
（株）ＪＴＢコーポレート
セールス

随意契約（企画
競争）

2,274,034 11月13日

米国大都市居住の富裕層をターゲットとし、認知
度と人気が高い東京とその近郊の千葉、埼玉の
オリジナリティや日本らしさを持った魅力ある観光
資源を幅広く体験してもらい、メディアを通じて強
力に発信することにより、ターゲット層の関心を高
めて認知度向上及び誘客を図る。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

148
測量士・測量士補登録
者に対するアンケート調
査作業

（株）マーケティングリ
サーチサービス

一般競争入札 1,887,840 11月13日

測量技術者資格制度の今後の在り方を測量行
政懇談会審議等での基礎資料とするため、測量
士・測量士補の登録者について、測量業務に対
しての現在の状況等を調査し、その結果を取りま

国土地理院総務部
総務課
TEL:029-864-8248
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149
深層崩壊の規模・被害
範囲に関する基礎検討
業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

1,474,000 11月13日
国内で発生した過去の深層崩壊による災害事例
を整理し、深層崩壊の規模・被害範囲について
分析した。

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

150
都市のＭＩＣＥに関する
競争力評価事業

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

12,968,937 11月14日
グローバルＭＩＣＥ都市を中心に、各都市に集積
する学術・産業分野を特定する。その分野で競
合する海外都市の事例調査を実施した。

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

151

障害者差別解消法に基
づく差別的取扱い及び
合理的配慮の提供に関
する研究調査

社会システム（株）
随意契約（企画
競争）

9,999,731 11月14日

障害者差別解消法の対応指針の作成に向け
て、「差別的取扱い」及び「合理的配慮」の具体
的事例を収集・分類し、差別に該当するか否か
を検討した。

総合政策局　安心生活
政策課
03-5253-8111
内線25506

152
平成２６年度下水道施
設の長寿命化対策に関
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）

3,996,000 11月14日

 老朽化する下水道ストックを将来にわたって適
切に維持管理・改築・修繕していくための長寿命
化計画を受益者である住民にも正しく理解しても
らうことを目的に、長寿命化対策の導入効果等を
検討し啓蒙資料として取りまとめるものである。

沖縄総合事務局建設
産業・地方整備課住宅
整備係
tel：098-866-1910

153
聖地巡礼型旅行を活用
アニメーション・ツーリズ
ム促進事業

トップツアー（株）
随意契約（企画
競争）

1,692,740 11月14日
台湾及び香港を対象市場として、アニメの舞台と
なった地域等の魅力を発信することにより訪日旅
行を喚起する。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

154
砂防関連シンポジウム
運営補助業務

（株）オーエムシー 一般競争入札 1,692,360 11月14日 砂防関連シンポジウム運営補助を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

155
ＳＮＳ等を利用した訪日
外国人の意識分析

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

随意契約（少額
随契）

1,000,000 11月14日

ＳＮＳ等を活用することにより、日本に興味を持っ
ているもしくは日本を観光中である外国人の観光
地についての満足・不満足等の特定のデータを
抽出・収集し分析を行う。

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)

156

拡張個別要素法を用い
た崩土衝突に関する室
内模型実験再現解析
業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（企画
競争）

4,989,600 11月17日

これまでに国総研で実施した崩土衝突に関する
室内模型実験を拡張個別要素法により再現する
ことで、拡張個別要素法を用いて衝撃力を評価
する際の課題について整理した。

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

157
がけ崩れ災害現場にお
ける表層地質調査業務

中央開発（株）
随意契約（企画
競争）

2,937,600 11月17日

がけ崩れ対策で対象とする崩壊土砂量推定手
法の高度化を図ることを目的として、土層厚分布
に関連する基礎データの収集のため、がけ崩れ
災害が発生した現場において簡易貫入試験を実
施し、土層ごとに試料採取及び室内土質試験を

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

158
東北地方との広域連携
による旅行需要創出に
係る調査業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（少額
随契）

972,000 11月17日
外国人観光客が地域情報を取得するための方
法の把握及び無線LAN環境の整備に向けた調
査・検討した報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713
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159
土地分類調査成果等の
電子化予備調査（意向
調査）

（一社）全国さく井協会
随意契約（少額
随契）

972,000 11月17日
土地分類調査・水調査の成果の活用状況・事例
及びニーズを把握するための調査を行い、その
結果を取りまとめ。

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

160
平成２６年度基準点維
持管理支援業務

公益社団法人全国国
土調査協会

一般競争入札 9,817,200 11月18日

街区基準点の成果について、占用協議等の更
新、廃点情報に伴う申請手続き、事務手続に必
要な問い合わせ対応及び街区基準点の設置状
況に関するデータ追加・修正等の維持管理のた
めの事務手続きを支援した。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

161

国土数値情報利用・管
理システム（G-ISLAND）
への電子地図データ登
録等業務

（株）富士通パブリックソ
リューションズ

一般競争入札 9,511,560 11月18日
平成25年度までに5万分の１地形図単位で整備
した土地履歴調査の成果図のシームレスデータ
を作成。

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

162

鑑定評価制度の信頼性
の向上に資する試験制
度のあり方等に関する
検討業務

公益社団法人　日本不
動産鑑定士協会連合
会

随意契約（企画
競争）

2,995,920 11月18日
不動産鑑定士試験の試験制度の現状や課題の
整理、他試験との比較等についてまとめた報告
書

土地・建設産業局地価
調査課鑑定評価指導
室資格係
tel:03-5253-8378

163
平成２６年度積算実績
ＤＢシステム改良業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

23,976,000 11月19日

施工パッケージ型積算方式の適切な運用に向け
て、モニタリングに必要な工事の合意単価及び応
札者単価について単価のデータを一元管理する
ために、国土技術政策総合研究所に設置されて
いるサーバに構築されている積算実績ＤＢシステ
ムの改良を行い必要な機能を追加し、モニタリン
グ手法の検討を行うとともに、工事コストに関する
統計処理を行った。

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

164
土地履歴調査成果シー
ムレス化業務（三大都
市圏）

国土地図（株） 一般競争入札 4,752,000 11月19日
平成25年度までに5万分の１地形図単位で整備
した土地履歴調査の成果図のシームレスデータ
を作成。

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

165

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第１１
条（動力車を操縦する
係員の乗務等）等に関
する調査検討

（一社）　日本鉄道運転
協会

一般競争入札 2,706,993 11月19日

今後将来見込まれる列車の乗務形態の多様化
や関係規格の制定動向等を踏まえ、鉄道の技術
基準に係る今後の見直しの基礎資料を作成する
ための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40723）

166

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）

2,484,000 11月19日 当初契約（8月27日）へ記載

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター国土防
災研究室
tel : 029-864-3245
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167

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（第１
回変更）

株式会社都市開発コン
サルタント

一般競争入札 864,000 11月19日 当初契約（７月３０日）へ記載
土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

168
平成２６年度日ＡＳＥＡＮ
防災専門家会合の実施
運営事業

（株）オーエムシー 一般競争入札 4,201,200 11月20日

ASEAN各国と日本の担当者を集め、防災分野に
おける優良事例集策定のため、優良事例の共
有、優良事例集の概要を議論するための専門家
会合を開催した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25903

169

日ＡＳＥＡＮ交通連携に
基づく交通統計情報専
門家会合の実施運営事
業

（株）オーエムシー 一般競争入札 3,936,600 11月20日

ASEAN各国と日本の担当者を集め、交通統計
情報に関する各国の現状の共有、統計情報の
活用方法等について議論するための専門家会合
をタイ･バンコクで開催した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25903

170

高耐震吊り天井開発の
ための試験体製作・廃
棄及び構造実験実施業
務

戸田建設（株）
随意契約（企画
競争）

18,468,000 11月25日

「災害拠点建築物の機能継続技術の開発」で、
地震・津波・竜巻等の災害直後から避難指示・
応急復旧等の指示拠点となる継続使用性の高
い災害拠点建築物実現のため、高耐震吊り天井
開発の試験体製作・廃棄及び構造実験を行う。

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

171
ボックスカルバートの耐
震性能評価にかかる試
算業務

（株）エイト日本技術開
発

随意契約（企画
競争）

14,418,000 11月25日
ボックスカルバートの耐震設計基準を策定に必
要となる耐震性能評価に関する試算を行う。

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

172
諸外国および日本国内
における無電柱化に関
する調査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

9,796,000 11月25日

諸外国における無電柱化に関連する政策や技術
基準等を調査するとともに、細街路も含めた無電
柱化状況の効率的な把握のため、海外および国
内における無電柱化状況の把握方法の整理およ
びそれを用いた無電柱化率の試算を行い、結果

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

173
地域活性化の効果の計
測に向けた調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

7,927,200 11月25日

救急医療施設へのアクセス向上効果に関する貨
幣換算手法を整理するとともに、救急搬送時に
救急車の走行状態の変化が搬送患者に不快を
与える要因について整理する。

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

174
生活道路の交通安全対
策立案手法調査業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

6,858,000 11月25日

国土技術政策総合研究所では、交通安全事業
の効率的な推進を目指し、利用者意識と各種
データに基づく生活道路の交通安全対策立案手
法に関する研究を行っている。本業務は、この研
究に必要なデータを収集するため、危険箇所抽
出と対策立案の手法調査、速度抑制施設に関
する説明会の運営補助、速度抑制施設の表示

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部道路
研究室
tel : 029-864-4472
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175
建物の熱負荷シフト時の
人体温熱環境評価に関
する調査研究

（一社）環境情報科学セ
ンター

随意契約（公募） 5,378,400 11月25日

自然温室の挙動による人体への健康影響につい
て調べるため、人間の体温、血圧等医学的計測
手段を適用した被験者実験による温熱環境の評
価手法の検討を実施する。

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

176

官民連携事業の推進に
係る事務遂行力の向上
支援方策に関する検討
業務

（株）日本経済研究所
随意契約（企画
競争）

25,991,280 11月26日
地方公共団体等職員の官民連携事業に係る事
務遂行力の向上を図るための支援方策について
検討。

総合政策局官民連携
政策課　事業係
tel：03-5253-8981

177
災害リスク評価に関する
検討業務

八千代エンジニヤリング
株式会社　総合事業本
部

随意契約（企画
競争）

15,984,000 11月26日 災害リスク評価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

178
平成２６年度　日本・シ
ンガポールの政府・企業
連携強化プロジェクト

プライスウォーターハウ
スクーパース株式会社

随意契約（企画
競争）

11,498,760 11月26日

シンガポール国内におけるインフラ整備に関する
政府の政策（都市開発･建設生産性向上等）や、
シンガポール企業の技術･開発ノウハウの現状に
関する調査を行った。

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

179
ベトナム国を対象とした
推進工法関連研修支
援業務

（一財）下水道事業支
援センター

随意契約（企画
競争）

5,940,000 11月26日
ベトナム国を対象とした推進工法関連研修支援
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

180
トルコにおける本邦下水
道技術普及方策等検
討業務

プライスウォーターハウ
スクーパース（株）

随意契約（企画
競争）

5,497,200 11月26日
トルコにおける本邦下水道技術普及方策等検討
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

181
平成２６年度訪日観光
プロモーションの効果検
証調査

（株）日本能率協会総
合研究所

一般競争入札 59,400,000 11月27日
.ビジット・ジャパン事業のプロモーションに関し、Ｋ
ＰＩに基づく効果測定を実施。

観光庁国際観光課
tel：03-5253-8111(内
線27-404)

182
平成２６年度ベトナム国
における居住環境整備
に関する調査検討業務

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画
競争）

14,904,000 11月27日

ベトナム国の大都市における居住環境整備上の
問題点を整理し、対応方策を検討した上で、ベト
ナム政府との協議用資料を作成することで、ベト
ナム国の都市開発事業の推進や相手国のニー
ズを踏まえた案件形成に資するとともに、検討し
た対応方策をベトナム国以外の新興国へ展開す
るための基礎的検討を行った。

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

183
デマンド交通に係る今後
のあり方調査業務（実証
運行の実施）

（株）バイタルリード
随意契約（企画
競争）

4,860,000 11月27日

・管内デマンド交通の現状分析、サービス改善に
資するメニューの検討、実証運行の実施と効果
検証
・インターネット等を活用した予約方式等について

四国運輸局企画観光
部
交通企画課
tel：087-835-6356

184
不動産鑑定評価の国際
化対応等に関する調査
業務

公益社団法人　日本不
動産鑑定士協会連合
会

随意契約（企画
競争）

3,497,040 11月27日

諸外国における不動産鑑定評価に係る資格制
度及び対象（専門）分野等に応じた資格区分に
係る状況、不動産鑑定評価に係る資格の更新
制度、資格取得後の研修・講習制度の内容等に
ついてまとめた報告書

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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185
北海道ガーデンツーリズ
ム推進調査業務

（株）ライヴ環境計画
随意契約（少額
随契）

896,400 11月27日
観光ガーデンにおける海外市場の調査及び受入
環境整備の促進を図るために調査・検討した報
告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

186
河川教育を推進するた
めの広報検討業務

公益財団法人　河川財
団

随意契約（企画
競争）

19,116,000 11月28日 河川教育を推進するための広報検討を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

187

地域における社会資本
の維持管理に資する入
札契約方式の活用状況
棟調査検討業務

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）

14,580,000 11月28日

地域維持型契約方式等の活用状況調査、入札
契約適正化法に基づく実施状況調査の検討を
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

188
インドネシアにおける下
水道事業実施に向けた
調査検討業務

インドネシアにおける下
水道事業実施に向けた
調査検討業務共同提

随意契約（企画
競争）

10,989,000 11月28日
インドネシアにおける下水道事業実施に向けた調
査検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

189
日ＥＵ鉄道産業間対話
の実施運営業務委託

日本コンサルタンツ（株） 一般競争入札 6,847,200 11月28日
日EUの鉄道市場の特徴等について意見や情報
を交換することにより、相互理解の促進、お互い
の市場参入機会の拡大を図る。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40163)

190
平成26年度山村境界
基本調査（徳島県美馬
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 6,480,000 11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

191

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
（第１回変更）

株式会社ニッセイ基礎
研究所

随意契約（企画
競争）

2,149,200 11月28日 当初契約（９月３日）へ記載

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

192

ストックマネジメント手法
を踏まえた下水道長寿
命化計画策定に関する
補助業務

一般社団法人　全国上
下水道コンサルタント協
会

随意契約（少額
随契）

399,600 11月28日
ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命
化計画策定に関する補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

193

平成２６年度　二国間
会議を通じた韓国の道
路行政・制度等に関す
る調査業務（第１回変

（株）公共計画研究所 一般競争入札 140,400 11月28日
道路分野の二国間会議を通じて、韓国の道路行
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

194
道路事業における自然
分野の環境保全措置に
関する調査業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（企画
競争）

19,332,000 12月1日

これまでの道路事業における自然環境分野の調
査、および環境保全措置の事例を整理し、効果
的かつ効率的な環境保全措置の実施に資する
事項をとりまとめるとともに、保全措置としての移
植・移設先の検討において動植物の分布推定モ
デルが利用可能か試行により確認するもの

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

195

我が国舶用工業製品の
ライフサイクルの視点か
らの国際競争力強化に
関する調査業務

（一社）日本舶用工業
会

一般競争入札 6,872,135 12月1日
我が国舶用産業の国際競争力を強化するため、
今後取り組むべき課題等について整理した報告
書

海事局船舶産業課
tel：03-5253-8634
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196

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（第１回変
更）

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

2,007,720 12月1日
ＥＵや国全体での包括的政策を実現化するため
の方策について追加調査した。

国土政策局広域地方
政策課調査班
tel:03-5253-8364

197
下水道分野の技術研究
開発に係る委員会等の
開催支援業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

961,200 12月1日
下水道分野の技術研究開発に係る委員会等の
開催支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

198
海外先進国における路
面電車の技術基準に関
する調査研究

（公社）日本交通計画
協会

一般競争入札 4,914,000 12月2日

欧州等の海外の路面電車について、安全・環境
基準の策定・運用状況の調査を実施することに
より、国内の路面電車の技術基準との比較のた
めの知見を得るための調査研究。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40723）

199
下水道管路施設の効率
的な維持管理に向けた
検討資料作成補助業

(株)日水コン　東京支所
随意契約（少額
随契）

993,600 12月2日
下水道管路施設の効率的な維持管理に向けた
検討資料作成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

200
下水道その他の排水施
設等を組み合わせた浸
水対策検討業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（企画
競争）

29,451,600 12月4日
下水道その他の排水施設等を組み合わせた浸
水対策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

201
土石流および洪水流流
下に関する水路実験業
務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

4,989,600 12月4日

砂防堰堤の高度化に関する基礎資料を得ること
を目的に、砂防堰堤の有無により、堰堤下流の
ハイドログラフおよび土石流の流体力の実態に関
する水路実験を行った。

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

202
平成２６年度気候変動
による渇水リスクの評価
検討業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

9,968,400 12月5日
平成２６年度気候変動による渇水リスクの評価検
討を行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
総合水資源管理戦略
室
０３－５２５３－８１１１

203

平成２６年度水資源開
発水系における都市用
水使用水量等の動向に
関する調査業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

9,957,600 12月5日
平成２６年度水資源開発水系における都市用水
使用水量等の動向に関する調査を行う。

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

204
平成２６年度水資源安
定供給に関する基礎調
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）

6,955,200 12月5日
平成２６年度水資源安定供給に関する基礎調査
を行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
総合水資源管理戦略
室
０３－５２５３－８１１１

205
平成２６年度水資源の
現状に関する情報発信
業務

株式会社博報堂
随意契約（企画
競争）

3,996,000 12月5日
平成２６年度水資源の現状に関する情報発信を
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）
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206
中東湾岸諸国のメトロ事
業における最適な仕様
検討業務

八千代エンジニヤリング
（株）

一般競争入札 3,132,000 12月5日

過疎地等における物流効率化等を評価する指
標を設定し、現状を評価するとともに、地域の生
活支援機能を維持・向上しながら、輸送効率化
の可能性を検討。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

207

平成２６年度「小さな拠
点」形成を核とした「ふる
さと集落生活圏」の形成
推進に関する調査（第１
回変更）

（株）シンクタンクみらい
随意契約（企画
競争）

▲ 12,624,120 12月5日

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

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

208
自然災害の発生の可能
性を踏まえた土地利用
のあり方に関する調査

株式会社日本能率協
会総合研究所

随意契約（企画
競争）

6,382,800 12月8日

本調査では、台風・豪雨・地震・津波・火山噴火
等の自然災害の発生の可能性を踏まえ、当該自
治体や住民への聞き取り等を実施し、災害発生
に備えた土地利用のあり方についての調査・分析
等を実施した。

土地・建設産業局企画
課
調査係
℡：03-5253-8292

209
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）

3,045,600 12月8日 当初契約（7月10日）へ記載

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

210
低水温期の標茶町磯分
内下水処理場のデータ
収集等業務

クボタ環境サービス(株)
随意契約（少額
随契）

950,400 12月8日
低水温期の標茶町磯分内下水処理場のデータ
収集等を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

211
道路用遮音壁の景観に
配慮した維持管理に関
する調査業務

（株）建設環境研究所
随意契約（企画
競争）

9,979,200 12月9日

遮音壁の経年劣化が進む中、補修、更新または
撤去を安全性および景観を適切に配慮しつつ円
滑に進めるための技術的な手法の研究において
必要となる知見を得ることを目的とし、景観の懸
案事例収集、文献収集、現場の実情調査、補
修・更新等のシミュレーション、学識経験者への
意見聴取、課題の整理を行うもの

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

212

道路土工構造物に関す
る被災調査論文の収集
と指針類の整理に関す
る調査業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（企画
競争）

9,882,000 12月9日

本業務では、土工構造物の地震や豪雨等による
被災事例を扱った論文を収集し被災調査論文
データベースを作成する。また、現行の道路土工
－盛土工指針、道路土工－軟弱地盤対策工指
針における記載内容について、他の技術図書類
の内容と比較が可能となるように抜き出し一覧表

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

213
道路土工構造物におけ
る被災事例の分析に関
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）

9,828,000 12月9日
本業務では、土工構造物の地震や豪雨等による
被災事例から得られる情報を整理し、大規模崩
壊に及ぼす要因等を分析した。

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

214
今後の土地政策の展望
に関する調査検討業務

一般財団法人　土地総
合研究所

随意契約（少額
随契）

995,544 12月10日
土地政策に精通した有識者のヒアリング及び先
進的な自治体等の政策の調査等を通じて、今後
の土地政策の論点の抽出・整理等を実施した。

土地・建設産業局企画
課
調整係
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215
CommonMP流総計画モ
デル改良業務

(株)建設技術研究所
随意契約（少額
随契）

982,800 12月10日

国土技術政策総合研究所が過年度に構築した
CommonMP対応の流総計画モデルの利便性向
上を目的とした機能改良を行い、併せて、操作
説明書を修正した。

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

216
スノーリゾート地域の活
性化に向けた調査事業

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

4,966,920 12月11日

スノーリゾート地域の活性化に向けて、国内のス
ノーリゾート地域の現状・課題、国内外の事例、
国内スキー人口の拡大に向けた取り組みなどの
調査・分析、及び有識者・関係者による研究会で
の検討を行う。

観光庁観光地域振興
部観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-708)

217
治水経済調査デフレー
ター更新等業務

(株)東京建設コンサルタ
ント

一般競争入札 3,348,000 12月11日 治水経済調査デフレーター更新等を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

218
安全文化(風土)の文献
調査業務

（株）サンビジネス 一般競争入札 2,111,400 12月11日

運輸事業その他大きな安全上のリスクを負う業
種における安全文化（風土）について、従前から
の知見及び平成18年以降における安全文化（風
土）を向上させるための新たな概念、理論、手法
並びに安全文化（風土）の向上に関して成果を挙
げた事例、失敗した事例等を把握し、可能な限り
体系的に整理するための文献調査。

大臣官房　運輸安全管
理官
03-5253-8111
内線22062

219
群馬・埼玉エリアへの訪
日台湾教育旅行誘致

（株）日本旅行
随意契約（企画
競争）

743,000 12月11日
群馬県・埼玉県の特色ある観光素材や体験メ
ニュー、交流先となる学校等を視察してもらうこと
によって、訪日教育旅行の誘致を促進する。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

220
防災施策に関する広報
資料等作成業務

復建調査設計(株)東京
支社

一般競争入札 10,584,000 12月12日 防災施策に関する広報資料等作成を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

221
下水道革新的技術実
証事業における実証技
術の公募補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

993,600 12月12日
下水道革新的技術実証事業における実証技術
の公募補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

222
建設技能労働者の賃金
実態調査等に関する検
討業務

一般財団法人日本総
合研究所

随意契約（企画
競争）

15,984,000 12月15日
賃金及び賃金原資の流れ、賃金に影響を与える
要因等について、調査・分析手法の検討及び実
際の調査・分析等を行った。

土地・建設産業局建設
市場整備課指導調整
係

223

平成２６年度水資源開
発基本計画における水
の安定供給の確保に関
する調査業務

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

11,988,000 12月15日
平成２６年度水資源開発基本計画における水の
安定供給の確保に関する調査を行う。

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

224
地域づくり地方計画策
定業務

（株）地域未来研究所
随意契約（企画
競争）

8,089,200 12月15日
近畿圏広域地方計画等の見直しに向けた検討
及び関連資料の作成

近畿地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係
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225
日韓におけるバラスト水
の移動に関するリスク評
価に係る調査

（株）水圏科学コンサル
タント

一般競争入札 5,443,200 12月15日

ＩＭＯにおけるバラスト水管理条約の採択を踏まえ
日韓定期航路を就航する船舶に対して、バラスト
水管理義務の免除を適用させるために必要な事
項の調査を行い、その結果をとりまとめた報告書

海事局検査測度課
tel:03-5253-8639

226
FITを対象にした千葉・
東北周遊モデルコース
事業

（株）ＪＴＢコミュニケー
ションズ

随意契約（企画
競争）

2,099,310 12月15日

タイの旅行会社及びメディアを招請し、千葉県と
東北地方（仙台市、山形県、福島県）を結ぶツ
アーの造成促進及び認知度の向上を図り、連携
先地域の特色ある観光資源を活かした周遊型観
光の旅行者増加に向けた検討材料とする事業。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：045-211-7273

227
打音データ処理のため
のハードウェア設計等業
務

(株)KJTD
随意契約（少額
随契）

993,600 12月15日
打撃力を考慮した打音診断法に用いるデータ処
理装置のハードウェアの設計・製作を行い、ハー
ドウェアの確認試験を行った。

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

228
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）

280,800 12月15日 当初契約（7月30日）へ記載

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

229

将来世代にわたる豊か
な暮らしを実現するため
の国土・地域づくりに関
する調査・分析業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,884,000 12月16日

地方創生を実現するために必要な取組みを検討
するため、地方公共団体、民間部門など様々な
主体によって行われてきた取組み、あるいは現
在進められている取組みについて、「コンパクト＋
ネットワーク」や地域間の連携、国民の地方回帰
促進等を中心に調査するとともに、意識調査を通
じて地方回帰に関する国民の意識・ニーズや、人
口減少・少子化、高齢化の状況下で地方が生き
抜いていくための課題、及びその解決に向けて国
土交通行政にどのようなことが求められているか

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

230
収益不動産総額把握の
ための調査・分析業務

株式会社三井住友トラ
スト基礎研究所

随意契約（企画
競争）

6,912,000 12月16日

日本国における収益不動産の総額をオフィス等
の主要な用途別に推計した。加えて、主要な用
途別に証券化不動産の資産規模を推計し、収
益不動産の資産規模と比較することで、将来の
証券化の拡大余地を把握した。次に、すでに証
券化されたヘルスケア施設、公的不動産の資産
規模を推計し、当該用途の潜在的な資産規模の

土地・建設産業局不動
産市場整備課経営管
理係
内線：30-423

231

平成26年度過疎地等
における輸送の効率性
等評価及び効率化の検
討に関する調査

（株）日通総合研究所 一般競争入札 4,968,000 12月16日

過疎地等における物流効率化等を評価する指
標を設定し、現状を評価するとともに、地域の生
活支援機能を維持・向上しながら、輸送効率化
の可能性を検討。

総合政策局　物流政策
課
03-5253-8１１１
内線53344
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232
地域公共交通の利便性
向上に向けた検討業務

（株）ケー・シー・エス 一般競争入札 3,078,000 12月16日

地域公共交通の利便性向上を図るため、各地
域で導入されているデマンド交通の現状を把握す
るとともに、鉄軌道・バスについて相互利用可能
な交通系ICカードの導入状況及び利用可能なエ
リアを網羅的にまとめた。

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8111
内線54706

233
加振力を考慮した打音
診断法の検討に用いる
データ計測等業務

一般社団法人　日本非
破壊検査工業会

随意契約（少額
随契）

993,600 12月16日

壁面を打撃した際の加振力を考慮した打音診断
法の検討のため、実験装置を設計・製作し、加振
力の応答性を評価に用いるデータ計測、および
振動加速度とマイクロホン音圧との相関を評価す
るためのデータを計測・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

234

官民連携事業の推進及
び地域活性化に資する
多様な投資等のあり方
等検討業務

プライスウォーターハウ
スクーパース（株）

随意契約（企画
競争）

29,905,200 12月17日
社会資本整備等のための官民連携事業におけ
る、地域活性化投融資の実現方策等について検
討。

総合政策局官民連携
政策課　金融企画係
tel:03-5253-8981

235
幹線道路ネットワークの
あり方に関する検討業
務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

20,995,200 12月17日

・広域交通・防災・国土管理・都市圏の形成の観
点から、国が全国的に整備・管理すべき道路の
基本的な考え方を整理し、その考えに基づき現
況の道路ネットワークを点検・検討した。

中国地方整備局道路
部道路計画課計画第
三係
tel：082-221-9231

一の契約
を複数局
にまた
がって
行ってい
る
（主務：中

236

地域公共交通網形成
計画及び地域公共交通
再編実施計画策定のた
めの手引き作成業務

(株)日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,988,000 12月17日

地方公共団体、有識者へのヒアリング等を通じた
計画策定手法の調査検討、事例や評価指標の
収集等を行い、計画策定のための手引きを作成
した。

総合政策局　公共交通
政策部　交通支援課
03-5253-8111
内線54706

237
効果的な電子証書制度
導入のための環境調査

（株）日本海洋科学 一般競争入札 5,179,809 12月17日

ＩＭＯにおいて船舶の通関、検疫等の諸手続きに
必要な書類の簡素化に関する議論が行われて
いる中で、船舶に搭載する証書類の電子化に向
けての議論も行われているところ、証書類を電子
化した際の影響の調査を行い、その結果をとりま

海事局検査測度課
tel:03-5253-8639

238
まちづくりと一体となった
水辺づくりの推進に関す
る広報業務

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

49,680,000 12月18日
まちづくりと一体となった水辺づくりの推進に関す
る広報を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

239
北海道開発局管内　道
路交通情勢調査検討
業務

（株）ドーコン 随意契約（公募） 11,934,000 12月18日 道路交通情勢調査の計画策定

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)

240
路車間アップリンク情報
処理システムに関する
概略設計業務

JV:パシフィックコンサル
タンツ・日本道路交通情
報センター設計共同体

随意契約（企画
競争）

8,985,600 12月18日

協調ITSのサービス実現に必要となる路車間の
アップリンク情報を蓄積するシステムを国総研内
に構築するために、関東地方整備局と国総研間
の通信経路、システムの概略設計を行うものであ
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
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241

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

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

4,946,400 12月18日

当初業務に追加して、シミュレーション測定ツー
ルの作成によるCIE標準天空に基づく外壁面照
度の評価及び所要の採光水準を安定的に確保
できる敷地条件の評価を行った。

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

242
鉄道車両の車内情報記
録装置を用いた車上電
力測定に関する調査

東洋電機製造（株） 一般競争入札 4,860,000 12月18日
国際標準化活動を行う際の基礎資料として活用
するため、IEC/TC9/PT62888（車上電力測定
に係る事項）に関する調査を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内57864）

243

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
（第１回変更）

ドーコン・計量計画研究
所共同提案体

随意契約（企画
競争）

4,644,000 12月18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

244

平成２６年度インフラシ
ステム関連製品・工法
の海外展開に関する調
査業務

ＪＥＭ（株）
随意契約（企画
競争）

14,730,000 12月19日

本邦インフラシステム関連製品・工法の効果的
な海外展開に向け、海外売り込みに使用する技
術資料の作成及び海外展開方策の検討を行うも
のである。資料作成及び方策検討にあたっては
海外展開事例の分析、必要な情報の収集を図
り、有効な資料の作成に努め、また海外展開に
向け魅力や競争力のある製品・工法の検討を

総合政策局海外プロ
ジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
el:03-5253-8315

245
バリアフリー基本構想作
成に関する隘路打開方
策検討調査研究

社会システム（株） 一般競争入札 4,201,200 12月19日

自治体ヒアリング等を通じて得られた基本構想に
取り組む際の課題等を収集・整理し、ガイドブック
の改善、拡充等の見直しの方向性案を取りまとめ
た。

総合政策局　安心生活
政策課
03-5253-8１１１
内線25506

246

平成２６年度幹線輸送
及び過疎地等における
輸送の集約の検討に関
する調査

（株）日通総合研究所 一般競争入札 2,592,000 12月19日

CO2排出量削減効果の高い幹線便等の集約推
進のため、非効率となっている過疎地等の物流
に焦点を当て、宅配サービスに付加等して生活
支援サービスを行い、輸送の効率化を図ってい
る事例を収集するとともに、輸送集約化によるCO
２削減効果を試算。

総合政策局　物流政策
課
03-5253-8１１１
内線53344

247

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（第１回変更）

一般社団法人　海外建
設協会

随意契約（企画
競争）

▲ 1,629,969 12月19日 当初契約（９月１７日）へ記載

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

248
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）

669,600 12月22日 当初契約（7月25日）へ記載

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部道路
研究室
tel : 029-864-4472
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249

日本企業のインフラシス
テム海外展開促進の効
果的な支援方策につい
ての調査・提案事業

新日本有限責任監査
法人

一般競争入札 10,800,000 12月24日
日本がアピールすべき「インフラの質」を集約した
映像を効果的に活用し、インフラシステムの海外
展開促進につなげる。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25755

250
道路事業の環境影響評
価書の共有・有効活用
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）

3,499,200 12月24日

過年度に構築した、道路事業のアセス図書（配
慮書、方法書、準備書、評価書）を閲覧・検索で
きるシステムに、未登録のアセス図書を追加登
録するとともに、今後のシステム運用における課
題を調査し整理するもの

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

251

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（第１
回変更）

日進測量株式会社 一般競争入札 540,000 12月24日 当初契約（９月１日）へ記載
土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

252
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）

▲ 162,000 12月24日 当初契約（9月11日）へ記載

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

253
平成26年度公共測量
実態調査結果分析業
務

(公社)日本測量協会 一般競争入札 2,808,000 12月25日
今後の公共測量行政の的確かつ効率的な執行
に資するため、公共測量の現状及び平成２５年
度における公共測量の実施状況等を分析を行

国土地理院企画部測
量指導課
tel：029-864-6149

254
下水道行政の取組の周
知資料作成補助業務

日本トイレ研究所
随意契約（少額
随契）

993,600 12月25日 下水道行政の取組の周知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

255
平成２６年度水管理・国
土保全局ホームページ
運営補助業務

シーエムジャパン株式
会社

一般競争入札 84,132 12月25日
平成２６年度水管理・国土保全局ホームページ
運営補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

256
持続可能な下水道事業
に向けた基礎的な調査
業務

日本上下水道設計(株)
随意契約（少額
随契）

961,200 12月26日
持続可能な下水道事業に向けた基礎的な調査
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

257
重点１４市場のアウトバ
ウンド動向等に関する基
礎調査

（株）日本リサーチセン
ター

随意契約（少額
随契）

958,954 12月26日

重点１４市場について、アウトバウンド動向につい
ての分析と、訪日旅行者数と経済指標等につい
ての分析を行い、今後のターゲット層の設定や、
訴求コンテンツ策定への活用が可能となる基礎
調査

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27-506)

258
南米地域における港湾
開発に関する検討業務

南米地域における港湾
開発に関する検討業務
共同提案体
（（一財）国際臨海開発
研究センター、日本工
営（株））

随意契約（企画
競争）

23,838,840 10月3日

本業務は、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ボリビ
アにおける港湾貨物の将来需要予測を実施し、
その結果等を踏まえ、アルゼンチン、ウルグアイ、
チリにおける港湾開発案件のポテンシャル分析を
行い、ポテンシャルの高い案件に対しては、我が
国港湾関連企業等の参入可能性について検討

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）
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259
メコン河内陸水運活用
方策検討業務

メコン河内陸水運活用
方策検討業務共同提
案体
（（一財）国際臨海開発
研究センター、日本工

随意契約（企画
競争）

14,285,160 12月3日

本業務は、港湾関連産業の海外展開を図るた
め、南部メコン地域におけるメコン河内陸水運の
活用促進に向けたカンボジア・ベトナムの両国官
民関係者間で取り組むべきアクションプラン案の
立案に係る調査・検討を行うものである。

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）

260

諸外国における港湾物
流に関する情報システ
ムについての調査検討
業務

（一財）国際臨海開発
研究センター

随意契約（企画
競争）

18,706,680 12月25日

本業務は、アジア。ヨーロッパ、北米における港湾
物流に関する情報システムについての調査検討
を行うことにより、今後「北東アジア物流情報サー
ビスネットワーク」（NEAL-NET）の枠組みを通じ
て、我が国の「港湾物流情報サービス」（Colins）
とアジア、ヨーロッパ、北米の港湾物流に関する
情報システムとの相互連携を検討する際の基礎
資料として活用するものである。

港湾局港湾経済課
国際企画係
tel：03-5253-8111
（内線46644）

2,486,594,660


