
平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（１月～３月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

1

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（第
１回変更）

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）

▲ 2,652,696 1月5日 当初契約（１１月２６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)

2

海外における地域性の
高いクルーズに関する
情報収集及び専門家会
合運営事業

(株)富士通総研 一般競争入札 9,720,000 1月6日

欧米等の海外における地域性の高い国内クルー
ズの実態について情報収集を行うとともに、専門
家会合を開催し、そこでアセアン各国から情報収
集を行い、その結果をまとめた報告書

海事局外航課
Tel：03-5253-8618

3
近畿圏広域地方計画
推進資料作成業務

一般（社）システム科学
研究所

随意契約（企画
競争）

1,026,000 1月7日
近畿圏広域地方計画の着実な推進を図るため
の資料作成等。

近畿地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係

4
平成２６年度九州管内
道路交通調査分析業
務

（株）福山コンサルタント
随意契約（企画
競争）

9,936,000 1月8日

九州地方整備局管内において、Ｈ２７道路交通
量調査の実施にむけて、交通量観測必要区間
の検討や自動車起終点調査におけるＢゾーンの
見直しを行ったもの。また道路プローブを利活用
した道路交通調の分析を行ったもの。

九州地方整備局道路
計画第二課調査係
tel：092-476-3530

5

マラッカ・シンガポール
海峡に設置されているタ
コン灯浮標及びドリアン
灯浮標の代替のための
事前調査

(株)セア・プラス 一般競争入札 12,096,000 1月9日

インドネシア国管理のタコン灯浮標及びドリアン灯
浮標の標識機能改善に向け、海底地形・底質や
潮流等の自然条件の現状調査を行い、その結果
をまとめた報告書及び調査結果に基づき灯浮標
に代わる航行援助施設の構造型式案を検討、
併せて施工計画並びに代替工事に要する概算

海事局外航課
Tel：03-5253-8618

6
シンガポール高速鉄道
セミナーの実施運営業
務

株式会社オーエム
シー

一般競争入札 3,720,600 1月9日

シンガポール政府関係者、本邦政府及び政府機
関関係者、シンガポール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。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40163)

7
定期航路を活用した瀬
戸内海モデルコース実
用化調査検討業務

(株)リクルートホールディ
ングス

随意契約（企画
競争）

2,408,530 1月9日 平成27年6月公表予定
中国運輸局企画観光
部観光地域振興課
tel：082-228-8703

平成27
年度に繰
越

8
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）

1,296,000 1月9日 当初契約（9月8日）へ記載

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

9

今後のインバウンド政策
のあり方に関する基礎
調査フォロー業務（平成
２５年末）

（株）三菱総合研究所
随意契約（少額
随契）

951,480 1月9日
昨年度実施した「今後のインバウンド政策のあり
方に関する調査」について「今後の訪日外国人
旅行者数に関するシミュレーション」を実施。

観光庁参事官（日本ブ
ランド発信・外客誘致担
当）室
tel：03-5253-8111(内
線27-404)

10
高等教育機関における
観光教育のあり方に関
する調査業務

（株）セントメディア 一般競争 950,400 1月9日
国内の４年制大学及び専門学校等における観光
産業関係教育の実態を把握するための調査を
実施。

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-302)
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11
平成２６年度　無電柱
化推進方策に関する検
討業務（第１回変更）

（一財）日本総合研究
所

随意契約（企画
競争）

5,940,000 1月13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

12
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）

907,200 1月13日 当初契約（9月17日）へ記載

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

13
先導的な官民連携事業
手法の地域普及に向け
た方策等検討業務

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）

24,969,600 1月14日
先導的な官民連携事業手法の地域普及に向
け、民間役割の段階的拡大や地方公共団体間
の地域連携等の対処方策について検討。

総合政策局官民連携
政策課　事業係
tel:03-5253-8981

14
平成２６年度　三重県
内交通円滑化検討業
務（第１回変更）

（株）建設技術研究所
中部支社

随意契約（公募） 5,000,400 1月14日 当初契約（４月１５日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

15

カリブ共同体諸国への
気象分野の海外展開に
関する基礎調査検討業
務

(株)国際気象コンサルタ
ント

一般競争入札 5,929,200 1月15日

気象レーダー等の気象関連機器をカリブ共同体
諸国に展開することを念頭に、当該地域の気象
関連機器の整備状況、防災に対するニーズの情
報収集を実施。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

16

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
（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

5,562,000 1月15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

17
ブラジル連邦共和国に
おける都市鉄道にかか
る案件発掘基礎調査

(株)オリエンタルコンサ
ルタンツグローバル

一般競争入札 4,145,040 1月15日

ブラジルでは、今後、都市鉄道分野への投資が
見込まれており、日本企業も強い関心を示してい
る。日本企業の技術・ノウハウが活かせる案件発
掘を念頭に同国における都市鉄道分野の基礎
情報、課題、開発計画等の整理分析を実施。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25915

18
平成２６年度　「道の駅」
政策企画補助等業務
（第１回変更）

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）

3,456,000 1月15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

19
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）

1,188,000 1月15日 当初契約（9月25日）へ記載

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水道
研究室
tel : 029-864-3343
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20
関東地方における都市
集約化に関する検討業
務

（株）建設技術研究所
東京本社

随意契約（公募） 5,983,200 1月16日

（１）立地適正化計画に関する意向・課題・事例
等アンケート調査の実施
（２）アンケート結果の分析
（３）区市町村の分類
（４）分類別の立地適正化計画策定に関する支
援方策等の検討

関東地方整備局都市
整備課都市再生係
tel：048-600-1907

21

平成26年度公共事業
の多段階事業評価の評
価手法の高度化・効率
化等に関する調査検討

(株)三菱総合研究所 一般競争入札 3,704,400 1月16日
事業評価の多段階化など評価制度の充実化に
伴う評価プロセスの効率化・重点化等に関する
調査検討

大臣官房　公共事業調
査室
03-5253-8258
内線24296

22

索道施設の維持管理に
係る技術継承を踏まえ
たマニュアル整備の検
討

（一財）日本鋼索交通
協会

一般競争入札 2,980,800 1月16日

索道施設の状態や変状を詳細に把握し、それに
対する適切な対応が行えるように、実務者が日
常の業務に活用しやすく、かつ技術者の育成の
ための教本となるマニュアルの整備に係る検討を
目的としたもの。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8111
（内40732）

23
今後の社会資本整備
（公共投資）のあり方の
検討に向けた調査業務

国立大学法人　京都大
学

随意契約（企画
競争）

1,369,440 1月16日

公共投資の水準は経済規模と比較してどの程度
が望ましいのか、また、社会資本のマクロ的な経
済効果はどの程度かについて経済理論に基づき
検討を行う。

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

24
水管理・国土保全局砂
防計画課レイアウト変更
業務一式

（株）イチエ
随意契約（少額
随契）

255,960 1月16日
水管理・国土保全局砂防計画課レイアウト変更
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

25

海洋エネルギー発電設
備の設置及び維持管理
に関する作業向上に関
する調査

特定非営利活動法人
長崎海洋産業クラス
ター形成推進協議会

一般競争入札 5,495,450 1月19日
海洋エネルギー発電設備の設置及び維持管理
に関する作業について調査を実施し、その結果を
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

26
災害リスク評価に関する
検討業務（第一回変
更）

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）

3,996,000 1月19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

27

危険物運搬船に乗り組
む船員の作業調査及び
危険物等取扱責任者
講習向け基礎資料作成

船員災害防止協会 一般競争入札 1,835,676 1月19日

人体に害を及ぼす化学物質を運搬するケミカル
タンカー、石油タンカー及びガスタンカーにおける
船員の労働安全対策に関する調査及び分析を
行い、その結果をまとめた報告書

海事局船員政策課労
働環境対策室安全衛
生係　　　　Tel03—
5253—8652

28
道路交通情勢調査資
料作成業務

（株）地域未来研究所 随意契約（公募） 9,871,200 1月20日
１．次期道路交通センサス区間の整理
２．道路交通調査手法の検討

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係
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29
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）

2,959,200 1月20日 当初契約（9月9日）へ記載

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

30

諸外国における防災に
係る課題・ニーズを踏ま
えた防災協力検討業務
（第一回変更）

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

随意契約（企画
競争）

1,576,800 1月20日
諸外国における防災に係る課題・ニーズを踏まえ
た防災協力検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

31
都市における生態系の
サービスの評価等に関
する基礎調査業務

（株）野村総合研究所
随意契約（少額
随契）

853,200 1月20日
都市における生態系のサービスの評価等に関す
るＷｅｂアンケート

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

32

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）

432,000 1月20日 当初契約（7月3日）へ記載

国土技術政策総合研
究所
河川研究部海岸研究
室

33
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）

3,456,000 1月21日 当初契約（9月26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

34

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）

3,099,600 1月21日 当初契約（10月23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

35
平成２６年度「日中
フォーラム」に係る開催
準備・運営補助業務

（株）プロスパー・コーポ
レーション

一般競争入札 2,834,854 1月21日
「日中フォーラム」を東京及び柏市で開催するに
あたって、フォーラムを円滑に実施するために必
要となる会議準備・運営補助等を行うものであ

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

36
平成２６年度沖縄県ＩＴＳ
社会実験に関する調査
業務（第１回変更）

(株)長大
随意契約（企画
競争）

1,512,000 1月21日

当初契約（8月12日付）へ記載 沖縄総合事務局
道路管理課電線共同
溝係
tel：098-866-1915

第１回変更

37

平成26年度都市部官
民境界基本調査におけ
るMMSの活用方法検討
業務

国際航業株式会社 一般競争入札 7,452,000 1月22日
都市部官民境界基本調査においてMMSの方法
を活用する場合の実効性や課題等を検討した。

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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38

不動産取引におけるＩＴ
活用に向けた方策に関
する調査検討業務（第１
回変更）

株式会社エヌ・ティ・ティ
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

1,993,167 1月22日 当初契約（５月２０日）へ記載

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

39
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）

8,920,800 1月23日 当初契約（9月30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

40
民間活力を活用した鉄
道整備等における整備
手法に関する調査

　（株）日本総合研究
所、（一財）運輸政策研
究機構

随意契約（企画
競争）

4,990,761 1月23日
ＰＦＩ等による民間活力を活用した新たな鉄道整
備方策について、検討の深度化を図る。

鉄道局都市鉄道政策
課
tel：03-5253-8111

41

マニラ首都圏での都市
鉄道における課題整理
及び課題への対応策に
関する調査

日本工営株式会社東
京支店

一般競争入札 3,218,400 1月23日

マニラ首都圏において、新規路線の整備や既存
の都市鉄道の改善を図るにあたってのそれぞれ
の課題を整理し、技術面や法制度面等での検討
を行う。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40224)

42
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）

1,296,000 1月23日 当初契約（9月30日）へ記載

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

43
Ｈ２６管内橋梁点検その
１業務

（株）東京建設コンサル
タント

指名競争入札 12,960,000 1月26日

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

関東地方整備局高崎
河川国道事務所
道路管理第二課修繕
係
tel:027-345-6043

44
指定構造計算適合性
判定機関における立入
検査のための調査検討

損保ジャパン日本興亜リ
スクマネジメント(株）

一般競争入札 6,696,000 1月26日
建築基準法第１８条の２第１項に基づく指定構造
計算適合性判定機関における立入検査のため
の調査検討を行うことを目的とする

住宅局建築指導課
監督第二係
内線39-541

45

シップリサイクル条約に
関連する我が国の労働
関係法制度及び内航・
漁船等のリサイクルの実
態に関する調査

(株)日本海洋科学 一般競争入札 4,296,240 1月26日
我が国の既存の労働関係の規制、海外における
日本籍船舶の解撤の状況等情報や課題を整理
した結果をまとめた報告書

海事局船舶産業課計
画係　　　　Tel：03-
5253-8639
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46

東日本大震災における
災害公営住宅の供給等
に必要な検討項目と基
本計画等への反映に係
る調査整理業務

合同会社ＵＲＢＡＮ
随意契約（少額
随契）

950,000 1月26日

本業務は、災害公営住宅の迅速な供給、適切
な管理のための必要検討項目を明らかにし、大
規模災害時の住まいの円滑な再建に資すること
を目的とする。具体には、東日本大震災における
災害公営住宅供給に関係する各種調査（国、地
方公共団体による調査等）を対象に、実施主
体、調査時期、災害公営住宅に係る検討項目と
その背景及び検討結果、並びに検討結果の基
本計画・基本設計・実施設計等への反映状況を

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

47

低平地都市における超
過洪水対策の国内外へ
の情報発信方策に関す
る検討等業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

11,880,000 1月27日
低平地都市における超過洪水対策の国内外へ
の情報発信方策に関する検討等を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

48
東南アジア地域の内航
船安全ガイドラインの作
成に関する調査

(独)海上技術安全研究
所

一般競争入札 6,058,800 1月27日

東南アジアの内航旅客船が運航する海域の実
態調査を実施し、その結果をまとめた報告書及
び上記調査を踏まえ安全性確保のためのガイド
ライン案の作成

海事局安全政策課国
際係　　　　Tel：03—
5253—8631

49

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（第１回
変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

3,790,800 1月27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

50

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（第１回
変更）

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

2,278,800 1月27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

51

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（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

2,106,000 1月27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

52

インドにおけるシップリサ
イクル規則のシップリサ
イクル条約との整合に関
する調査

(株)日本海洋科学 一般競争入札 1,512,000 1月27日

インドがシップリサイクル条約を批准するにあたっ
て課題となり得る事項を把握・整理するとともに、
今後我が国がインドのシップリサイクル施設の改
善を支援する際の検討に必要な事項を調査し、
その結果をまとめた報告書

海事局船舶産業課計
画係　　　　Tel：03—
5253—8634

53
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）

1,015,200 1月27日 当初契約（9月22日）へ記載

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

54
験潮データによる海面
上昇解析業務

三洋テクノマリン（株）
随意契約（少額
随契）

982,800 1月27日
海岸研究室で実施した験潮記録の解析方法に
基づき、最新の確定値までの験潮データの解析
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
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55
改良型雨水桝に関する
排水性能調査業務

（株）Ｇ＆Ｕ技術研究セ
ンター

随意契約（少額
随契）

950,400 1月27日
雨水桝内への落葉等の流入による排水性能の
低下対策として、雨水桝内をインバート化した場
合の効果等について調査した。

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

56
長期間暴露したコンク
リートの維持保全情報収
集のための強度試験

㈲中村商事
随意契約（少額
随契）

885,600 1月27日

「社会資本等の維持管理効率化・高度化のため
の情報蓄積・利活用技術の開発に関する研究」
で実施する長期間暴露したコンクリートの維持保
全情報収集のための高度試験を実施する。

国土技術政策総合研究
所建築研究部構造基準
研究室
tel : 029-864-4307

57
東北地方太平洋沖地
震の地震動分布算出業
務

日本工営㈱
随意契約（少額
随契）

798,120 1月27日 地震動分布の算出

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

58
阪神港における集貨促
進のための物流ネット
ワーク強化方策検討業

（公社）日本港湾協会 随意契約（公募） 4,644,000 1月28日
阪神港における背後圏のネットワークの現状を評
価し、阪神港への集貨をさらに進めるために必要
な物流ネットワークの強化方策を検討。

近畿地方整備局港湾
空港部港湾計画課調
査係

59
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）

2,790,700 1月28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
研究センター建設マネ
ジメント技術研究室
tel : 029-864-4239

60

打撃力センサー付き打
音検査装置を用いたタ
イル外壁の仕上げの打
音等データの測定およ
び整理業務

一般社団法人　日本非
破壊検査工業会

随意契約（少額
随契）

993,600 1月28日

打音とともに打撃力も同時に測定できる打音検
査装置を用いて、これらの打撃力および打音によ
る評価方法の妥当性検証データを測定し、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

61
打音データ処理剥離演
算ロジックのプログラム
設計等業務

（株）クリエイティブス
ペース

随意契約（少額
随契）

982,800 1月28日
打撃力を考慮した打音診断法に用いるデータ処
理装置の剥離演算ロジックの設計・製作を行い、
剥離演算ロジックの検証試験を行った。

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

62
消化ガス中に含まれる
成分分析業務

中外テクノス（株）
随意契約（少額
随契）

848,448 1月28日
汚泥の嫌気性消化を行っている処理場におい
て、消化ガス採取を行い、ガス成分分析を行っ
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

63
海岸周辺における地形
変化調査業務

㈱建設技術研究所
随意契約（少額
随契）

766,800 1月28日
東日本大震災前後における海岸周辺の断面地
形を航空レーザー測量の成果から計測を行っ
た。

国土技術政策総合研
究所
河川研究部海岸研究
室
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64
首都圏の大学「合宿」需
要市場調査

近畿日本ツーリスト㈱
首都圏埼玉団体旅行
支店

随意契約（少額
随契）

488,160 1月28日

平成25年度観光庁「観光地ビジネス創出の総合
支援」事業の取組の一環として、立山町における
ゼミ、サークル合宿等の更なる需要の掘り起こし
と合宿誘致に向けての情報収集及び分析の調

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

65

社会資本整備審議会
河川分科会気候変動に
適応した治水対策検討
小委員会（第19回）の
議事内容記録業務

（株）大和速記情報セン
ター

随意契約（少額
随契）

48,600 1月28日
社会資本整備審議会河川分科会気候変動に適
応した治水対策検討小委員会（第19回）の議事
内容の記録

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

66

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
（第１回変更）

（一社）国際建設技術
協会

一般競争入札 ▲ 594,000 1月28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

67

社会インフラの点検高
度化に向けたインフラ構
造及び点検装置につい
ての研究開発

会インフラの点検高度
化に向けたインフラ構造
及び点検装置について
の研究開発土木研究
所・橋梁調査会・日本
建設機械施工協会共

随意契約（公募） 59,162,400 1月29日

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

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

68

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

国立大学法人京都大
学

随意契約（公募） 29,840,400 1月29日

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

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

69
欧州諸国の鉄道市場へ
のアクセス向上に係る調
査

日本コンサルタンツ
株式会社

随意契約（企画
競争）

22,180,176 1月29日

欧州諸国における輸出入等客観的数値から読
み取れる鉄道市場の国際的開放度や動向、日
本企業の関心度、対日貿易に係る関税の有無と
詳細、技術分野における標準化、規格化の動向

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40233)

70
平成２６年度　海外道
路ＰＰＰ協議会開催支
援業務

（株）オーエムシー 一般競争入札 6,550,200 1月29日

海外における道路整備に関する官民協働型イン
フラ整備プロジェクトの形成を推進するため、海外
道路ＰＰＰ協議会を開催し、官民の情報共有・意
見交換を行う

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

71

船舶・海洋開発事業へ
のファイナンス支援の活
用方策に関する基礎調
査

(株)三菱総合研究所 一般競争入札 5,896,800 1月29日

最新の船舶ファイナンスの動向に関する調査、
(株)海外交通・都市開発事業支援機構の活用
方策に関する調査並びに船主毎の融資条件・セ
キュリティ確保の考え方を調査し、その結果をま

海事局船舶産業課海
外事業係
Tel：03—5253—8634

72

平成２６年度　カンボジ
ア・ラオスの法律・制度
等整備支援に向けた調
査業務

日本工営株式会社 東
京支店

随意契約（企画
競争）

2,916,000 1月29日

カンボジア及びラオスに既に進出している我が国
の建設・不動産等企業へのヒアリング調査や文
献調査を実施し、両国における建設・不動産分
野の法律・制度上の課題を整理した。

土地・建設産業局国際
課国際調査第一係
03-5253-
8111(30714)
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73
下水処理場における水
素製造事業導入基礎
情報整理業務

日本下水道事業団
随意契約（少額
随契）

982,800 1月29日
下水処理場における水素製造事業導入基礎情
報整理を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

74
３次元測量による樹木
の体積推定業務

（株）地圏総合コンサル
タント

随意契約（少額
随契）

950,400 1月29日
３次元レーザー測量により樹木の形状を測定し、
３次元モデルを作成して体積を推定するもの

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

75
平成２６年度　海外道
路案件整理業務

（株）工業市場研究所 一般競争入札 748,440 1月29日
道路分野の海外展開戦略の検討のため、日本
が関係する海外の道路案件を整理する

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

76

平成２６年度　証券化
対象不動産に係る鑑定
評価実績等報告書集
計等業務

株式会社工業市場研
究所

一般競争入札 538,104 1月29日
証券化対象不動産に係る鑑定評価実績調査の
集計、整理、分析結果等をまとめた報告書

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

77
バリアフリーツアーデスク
設置に向けた需要動向
調査

（一社）北海道開発技
術センター

随意契約（少額
随契）

496,800 1月29日
長時間・長距離の移動が困難である旅行者に、
支援拠点を設置する準備として、宿泊施設等に
対して需要動向調査を行った報告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

78
露出配管継手部拘束
力試験業務

（株）Ｇ＆Ｕ技術研究セ
ンター

随意契約（少額
随契）

345,600 1月29日
塩化ビニル管を地上に露出させた場合に生じる
気温による継手部拘束力の変化を把握するため
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

79

社会インフラの点検高
度化に向けたインフラ構
造及び点検装置につい
ての研究開発

会インフラの点検高度
化に向けたインフラ構造
及び点検装置について
の研究開発土木研究
所・橋梁調査会・日本
建設機械施工協会共

随意契約（公募） ▲ 3,838,258 1月29日

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

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

翌債

80

第9回ＡＰＥＣ大臣会合
及び第13回日ＡＳＥＡＮ
交通大臣会合における
日本提案の原案作成業
務

(株)富士通総研
随意契約（企画
競争）

28,897,366 1月30日

本調査事業においては、ＡＰＥＣの各エコノミーよ
り、コネクティビティマップ、ＰＰＰベストプラクティ
ス、質の高い交通の事例を収集し、ＡＳＥＡＮ各
国より、、コネクティビティマップ、ＰＰＰベストプラク
ティスの事例を収集した。

総合政策局　国際政策
課
03-5253-8111
内線25715

81
第３回国連防災世界会
議におけるシンポジウム
運営補助業務

（株）オーエムシー 一般競争入札 4,790,448 1月30日
第３回国連防災世界会議におけるシンポジウム
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
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82

平成２７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」（第１回変
更）

（株）豆蔵
随意契約（企画
競争）

3,996,000 1月30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

国土政策局
国土情報課　ＧＩＳ第二
係
tel：03-5253-8353

83
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）

5,130,000 2月2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

84
下水処理水再利用によ
る飼料用米栽培に関す
る研究

国立大学法人 山形大
学

随意契約（公募） 4,999,999 2月2日
下水処理水再利用による飼料用米栽培に関す
る研究を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

85

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

独立行政法人　国立高
等専門学校機構　鹿児
島工業高等専門学校

随意契約（公募） 4,999,999 2月2日
下水汚泥を用いた高付加価値きのこの生産技
術及びその生産過程で発生する廃培地・炭酸ガ
スの高度利用技術の開発を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

86
微生物燃料電池による
省エネ型廃水処理のた
めの基盤技術の開発

国立大学法人 岐阜大
学

随意契約（公募） 4,999,999 2月2日
微生物燃料電池による省エネ型廃水処理のため
の基盤技術の開発を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

87
下水を利用して培養し
た微細藻類による漁業
飼料生産技術の開発

中央大学理工学研究
所

随意契約（公募） 4,982,040 2月2日
下水を利用して培養した微細藻類による漁業飼
料生産技術の開発を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

88
好塩古細菌を用いたカ
リウム資源回収の実用
化に関する技術開発

国立大学法人
北海道大学大学院

随意契約（公募） 4,968,000 2月2日
好塩古細菌を用いたカリウム資源回収の実用化
に関する技術開発を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

89
消化汚泥の肥料利用に
関する研究

国立大学法人 高知大
学

随意契約（公募） 4,965,840 2月2日 消化汚泥の肥料利用に関する研究を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

90

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

日本工営　株式会社 随意契約（公募） 4,924,800 2月2日
グラフェン－酸化グラフェン還元微生物複合体
を用いたバイオマス電力生産技術の下水処理施
設への適用検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

91

道路橋の構造信頼性・
システム信頼性解析及
び荷重抵抗係数試算業
務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

2,430,000 2月2日 当初契約（6月16日）へ記載

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部橋梁研究室
tel : 029-864-4919
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92

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）

1,533,600 2月2日 当初契約（9月24日）へ記載

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

93
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）

1,188,000 2月2日 当初契約（8月7日）へ記載

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

94
宮城県仙台市における
外国人目線による多言
語対応現状調査

社会システム（株）
随意契約（少額
随契）

988,614 2月2日

対応地域内の免税店、フリーWi-Fi対応施設等
を外国人の目線で調査を行うとともに改善案を示
すことで、自主的に多言語対応等を進める意思
のある地域の取組をより効果的なものになるよう
支援することを目的とする。

東北運輸局企画観光
部
国際観光課
tel：022-791-7510

95

東北六県・仙台市の多
言語パンフレット・ポス
ターにおける外国人目
線による現状調査

（有）マイティー千葉重
随意契約（少額
随契）

980,064 2月2日

東北六県・仙台市の多言語の観光パンフレット・
ポスター等を外国人の目線で調査を行うとともに
改善案を示すことで、外国人目線でのパンフレッ
ト・ポスターの作成を促し、自主的に多言語対応
等を進める意思のある地域の取組をより効果的
なものになるよう支援することを目的とする。

東北運輸局企画観光
部
国際観光課
tel：022-791-7510

96
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）

540,000 2月2日 当初契約（9月24日）へ記載

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

97

中部地方における外国
人目線による多言語対
応現状調査事業に係る
請負契約

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）名古
屋

随意契約（企画
競争）

1,998,000 2月3日
受入環境整備のための外国人目線による多言
語対応等に対する調査報告書

中部運輸局企画観光
部
地域振興推進室
０５２－９５２－８０４５

98
平成26年度　安全・安
心な輸送サービスの確
保に関する調査

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

9,990,000 2月4日

安全・安心な鉄道輸送サービス確保のため、鉄
道テロ対策の実施状況調査や、新型インフルエ
ンザ感染対策として有望な技術における鉄道車
両への適用性の調査検討を実施。

鉄道局総務課危機管
理室
tel：03-5253-8111
(内40182)

99

防災の主流化をめぐる
国際社会における動向
把握及び対応方策検討
業務（第1回変更）

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

随意契約（企画
競争）

3,682,800 2月4日
防災の主流化をめぐる国際社会における動向把
握及び対応方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（１月～３月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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

100
避難状況集計プログラ
ム開発業務

（株）ヴィスコア
随意契約（少額
随契）

793,800 2月4日

本業務は、国土技術政策総合研究所が作成を
予定する災害時の避難マルチエージェントシミュ
レーションプログラムにおいて、避難者の避難状
況を計算ステップごとに集計及び出力するための
プログラム開発を行うものである。

国土技術政策総合研究
所都市研究部都市防災
研究室
tel : 029-864-3934

101

新潟県上越市における
道路除雪経路のＧＩＳ
データ作成と除雪距離
等算定業務

協同組合 くびき野地理
空間情報センター

随意契約（少額
随契）

702,000 2月4日

本業務は新潟県上越市において道路除雪のた
めに要しているコストを地区別に算定するため、
市が実施する道路除雪に関する除雪経路等
データをＧＩＳデータとして作成すると共に、これを
用いて地区ごとの除雪距離等を算定するもので

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

102
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（第二回変

（財）国土技術研究セン
ター

随意契約（企画
競争）

▲ 680,400 2月4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

103
プローブ情報利活用シ
ステムの交通量表示機
能等追加構築業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

12,096,000 2月5日 当初契約（4月23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

104
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）

5,940,000 2月5日 当初契約（8月18日）へ記載

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

105
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）

4,093,200 2月6日 当初契約（10月23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

106
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）

1,620,000 2月6日 当初契約（11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

107
シンガポールメディア・
旅行業者招請事業

近畿日本ツーリスト（株）
随意契約（企画
競争）

1,247,498 2月6日

茨城・千葉の「花をはじめとする四季の美しさ」な
どをテーマとして視察旅行を行う。茨城・千葉を
組合せた旅行商品の企画造成を働きかけるとと
もに、メディアへの露出を図り、一般消費者の関
心を高めることにより、同地域への旅行誘致に結
びつけることを目的として実施する。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：０４５－２１１－７２７
３

108

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）

118,800 2月6日 当初契約（10月7日）へ記載

国土技術政策総合研
究所
河川研究部海岸研究
室
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109
スウェーデンにおける高
速鉄道車両の導入方策
に関する調査

株式会社三菱総合研
究所、日本コンサル
タンツ株式会社

随意契約（企画
競争）

28,000,000 2月9日
スウェーデンにおいて要求される高速鉄道車両
要件の比較分析を行い、高速鉄道車両導入方
策の検討を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40236)

110
北海道における外国人
目線による多言語対応
現状調査事業

（株）ライヴ環境計画
随意契約（企画
競争）

1,998,000 2月9日
北海道在住の外国人を地域に派遣し、観光案
内等を外国人目線で調査し改善案を策定した報
告書

北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

111

福岡県久留米市及び佐
賀県有田町における外
国人目線による多言語
対応現状調査業務

(株)ケー・シー・エス　九
州支社

随意契約（企画
競争）

1,998,000 2月9日

九州内のインバウンドに取り組む地域をケースス
タディとして、外国人の目線で観光案内版やパン
フレット、ポスター、ホームページ等の現状を調査
し、課題及び改善点の分析を実施

九州運輸局企画観光
部
国際観光課
０９２－４７２－２３３５

112
下水道事業の新規制度
の説明資料作成補助業
務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額
随契）

993,600 2月9日
下水道事業の新規制度の説明資料作成補助を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

113
下水道CIM導入に向け
た情報整理業務

日本下水道事業団
随意契約（少額
随契）

972,000 2月9日 下水道CIM導入に向けた情報整理を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

114
秋田県における公共下
水道事業の経営状況調
査業務

日本下水道事業団
随意契約（少額
随契）

972,000 2月9日
秋田県における公共下水道事業の経営状況調
査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

115
ディスポーザー導入によ
る下水道施設への影響
に関する調査整理業務

日本上下水道設計(株)
随意契約（少額
随契）

918,000 2月9日
ディスポーザー導入による下水道施設への影響
に関する調査整理を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

116
自転車を活用した地域
活性化に係る先進地
（台湾）調査業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（少額
随契）

997,056 2月10日
広域的・多様な主体の連携による自転車施策を
推進している台湾の官民連携の状況を調査し
た。

国土政策局広域地方
政策課総括班
tel:03-5253-8363

117
愛媛県における外国人
目線による多言語対応
現状調査業務

㈱オリエンタルコンサル
タンツ四国支店

随意契約（企画
競争）

1,998,000 2月12日
今治地域・内子地域の観光案内看板や観光パ
ンフレット等の多言語対応について外国人目線に
よる現状調査と改善案の策定

四国運輸局企画観光
部
観光地域振興課

118
「東北における広域ネッ
トワーク構築に向けて」
調査検討業務

（株）プロジェクト地域活
性

随意契約（少額
随契）

498,600 2月12日

東北地方へのさらなる誘客を図るため、東北にお
ける観光カリスマによる広域ネットワークの構築を
図り、更に東北の観光における課題を抽出・解決
を図るための調査検討を行う。

東北運輸局企画観光
部
観光地域振興課
tel：022-380-1001

119

第21回インド国際産業
&技術フェア
（IETF2015）における新
幹線セミナーの実施運

株式会社オーエム
シー

一般競争入札 4,801,332 2月13日

新幹線セミナーを開催し、新幹線の優位性、新
幹線の開業が及ぼす経済効果や具体的事例等
を紹介して、新幹線の導入を強くアピールしたも
の。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40222)

120

不動産流通市場におけ
る情報ストックシステム
に係る法令に関する検
討業務

弁護士法人匠総合法
律事務所

随意契約（少額
随契）

540,000 2月13日
不動産総合データベースの個人情報の取り扱い
に関して個人情報保護法との関係を整理した報
告書

土地・建設産業局不動
産業課情報整備係
03-5253-8111（内線
25134）
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121

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

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,869,200 2月16日 当初契約（6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
研究センターメンテナン
ス情報基盤研究室
tel : 029-864-4916

122
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）

1,836,000 2月16日 当初契約（9月22日）へ記載

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

123

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）

1,080,000 2月16日 当初契約（9月17日）へ記載

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

124
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）

1,039,400 2月16日 当初契約（9月1日）へ記載

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

125

下水道分野における水
位観測機器の設置促進
に向けた資料作成補助
業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

993,600 2月16日
下水道分野における水位観測機器の設置促進
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

126
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）

275,400 2月16日 当初契約（10月14日）へ記載

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

127
ヤンゴン都市圏交通シ
ステム事業実施可能性
検討調査

日本コンサルタンツ
株式会社、日本工営
株式会社、株式会社
オリエンタルコンサ
ルタンツグローバル

随意契約（企画
競争）

11,996,914 2月17日
「ヤンゴン都市圏交通マスタープラン」を補完する
形で緊急に追加整備を検討することが望ましい
公共交通について検討し、提言を行ったもの。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8111
(内40222)

128
高精度測位社会実現に
向けた実証実験報告会
運営業務

(一財）日本情報経済社
会推進協会

随意契約（少額
随契）

739,600 2月17日
平成27年1月に東京駅周辺の屋内外で実施した
実証実験の実施結果についての報告会を運営・
開催。

国土政策局
国土情報課　調査・分
析係
tel：03-5253-8353

129

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
（第1回契約変更）

（株）エイト日本技術開
発　中部支社

随意契約（公募） 691,200 2月17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
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130
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）

442,800 2月18日 当初契約（12月4日）へ記載

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

131
平成２６年度　中部地
整管内ＩＴＳ検討・検証
業務（第１回変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

一般競争入札
（総合評価方式）

9,244,800 2月19日 当初契約（５月２０日）へ記載
中部地方整備局道路
部
交通対策課安全施設

132
ITSスポットサービス評価
業務

（株）長大 随意契約（公募） 3,132,000 2月19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

133
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）

2,592,000 2月19日 当初契約（8月27日）へ記載

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

134
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）

1,350,000 2月19日 当初契約（11月13日）へ記載

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

135
第3回国連防災世界会
議における通訳業務

（株）イズワークス
随意契約（少額
随契）

980,100 2月19日 第3回国連防災世界会議における通訳
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

136
土地分類調査等に係る
ホームページ改訂業務

内外地図（株）
随意契約（少額
随契）

972,000 2月19日
土地履歴調査成果の公開に向けたホームペー
ジの改訂等を実施。

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

137
土地分類調査の不整合
の解消手法等に関する
調査

（株）地域開発コンサル
タンツ

随意契約（少額
随契）

864,000 2月19日
土地分類調査等の課題を検討するための予備
調査として、過去の土地分類調査等の資料収
集・分析を実施。

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

138

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
（第１回契約変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（公募） 313,200 2月19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

139

画像解析技術を用いた
遠方からの床版ひび割
れ定量評価システムの
構築

大成建設(株) 随意契約（公募） 9,428,076 2月20日

無人飛行機にカメラ等を積載して床板に近づき、
高所並びに狭隘部の画像を撮影し、遊離石灰や
豆板などの平面的な損傷を抽出するとともに、撮
影場所で迅速に解析することにより、床板ひび割
れの劣化状況を把握する技術の実証を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)
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140

省電力化を図ったワイア
レスセンサによる橋梁の
継続的遠隔モニタリング
システムの現場実証

オムロンソーシアルソ
リューションズ(株)

随意契約（公募） 9,327,787 2月20日

省電力化を図ったワイアレスセンサによる遠隔モ
ニタリングシステムを用いて、加速度やひずみ等
を計測し、評価を行うことにより、継続的な橋梁の
監視、突発的な異常検知及び橋梁の状況診断
に有用な情報を提供する技術の実証を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

141
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）

2,268,000 2月20日 「当初契約（９月３日）へ記載」

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

142
平成２６年度　地震津
波対策推進検討業務
（第1回契約変更）

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ　中部支店

随意契約（公募） 1,252,800 2月20日
・濃尾平野浸水域内の道路啓開計画の検討
・スーパー伊勢湾台風における道路浸水状況の
整理

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

143
地域公共交通システム
の実態と効果に関する
調査業務

エム・アール・アイ　リ
サーチアソシエイツ（株）

随意契約（少額
随契）

999,162 2月20日
日本における地域公共交通システムを行う自治
体へのアンケート調査を実施し、ヒアリング調査で
詳細の情報を収集した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

144
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）

745,200 2月20日 当初契約（9月29日）へ記載

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

145
ASEAN各国における内
航船市場の獲得に向け
た基礎調査

(株)パデコ 一般競争入札 4,255,200 2月21日

ASEAN各国の内航船需要、建造能力について
の調査を行い、これらの基礎情報を元に我が国
造船業にとって有望と思われるインドネシアへの
現地進出の参入障壁について現地調査を行い、
その結果をまとめた報告書

海事局船舶産業課国
際協力係
Tel：03—5253—8634

146
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）

2,030,400 2月23日 当初契約（9月29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

147
大型除草機械によるモ
グラ（小動物）穴の面的
検出システム

朝日航洋(株) 随意契約（公募） 14,871,917 2月24日

大型除草機械にモグラ穴を検出するための計測
機器を設置し、除草後に地表に近い位置で地表
面の地形や温度等を計測することにより、堤体等
の外観の変状を把握する技術の実証を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

148
衛星観測を活用した河
川堤防モニタリングの効
率化

（一社）国際建設技術
協会

随意契約（公募） 13,132,800 2月24日
SAR干渉技術を適用し、複数の衛星データによ
る時系列解析から河川堤防の変位を効率的に
把握する技術の実証を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

149

多点傾斜変位と土壌水
分の常時監視による斜
面崩壊早期警報システ
ム

中央開発(株) 随意契約（公募） 12,648,960 2月24日

個別の斜面の変状を効率よく的確に把握すた
め、斜面の表層に挿した鋼棒の傾斜角度を傾斜
センサーを活用して多点計測することにより、斜
面崩壊前の予兆現象を捉える技術の実証を行う

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)
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150

傾斜センサー付き打込
み式水位計による表層
崩壊の予測・検知方法
の実証試験

応用地質(株) 随意契約（公募） 11,645,821 2月24日

表層崩壊の予測に必要な間隙水圧の測定と表
層崩壊の検知に必要な傾斜センサー等の両方
の機能を兼ね備えた機器を用いた技術の実証を
行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

151
丹波綾部道路他整備
効果資料作成業務

パシフィックコンサルタン
ツ(株)

随意契約（企画
競争）

6,555,600 2月24日
１．電話帳データによる京都縦貫道沿道地域の
事業所立地傾向分析
２．電話帳データを用いた整備効果とりまとめ

近畿地方整備局福知
山河川国道事務所
調査二課
tel：0773-23-4927

152
ALB（航空レーザ測深
機）による洗掘状況の把
握

(株)パスコ 随意契約（公募） 4,922,964 2月24日

航空機に水中地形を計測できるレーザー測距装
置を搭載して上空から下部工基礎付近の河床
地形を計測することにより、下部工基礎の洗掘の
状況を把握する技術の実証を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

153
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）

4,404,000 2月24日 当初契約（11月25日）へ記載

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

154
京阪神圏道路交通状
況分析業務

（株）地域未来研究所 随意契約（公募） 2,505,600 2月24日
１．交通データ集計整理　２．交通状況の分析
３．高速道路の交通状況のモニタリング

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係

155

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）

2,181,600 2月24日 当初契約（9月18日）へ記載

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

156
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）

1,026,000 2月24日 当初契約（10月7日）へ記載

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

157
モニタリング技術の活用
による維持管理業務の
高度化・効率化

モニタリングシステム技
術研究組合

随意契約（公募） 69,768,000 2月25日

管理者のニーズを踏まえ、管理水準やモニタリン
グに求められる性能を明確化するとともに、管理
水準に応じたモニタリングレベルを設定するため、
計測したデータと劣化・損傷の関係性等を明らか
とする試験桁等の室内載荷試験及び高速道路
や国道での現場実証の結果から、維持管理レベ
ルに応じたモニタリングシステムの総合的な適用
性の評価・検証を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（１月～３月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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

158

比抵抗による堤体内滞
水状態モニタリングシス
テム及び物理探査と地
下水観測技術を活用し
た堤防内部状態のモニ
タリングシステム

応用地質(株) 随意契約（公募） 13,741,920 2月25日

牽引式電気探査、表面波探査等の物理探査及
び比抵抗モニタリングの組み合わせにより、監視
箇所の抽出・絞り込みを行うとともに、出水時の
漏水・浸透状況を監視し、漏水、浸食等の出水
時における変状発生を把握する技術の実証と、
牽引式電気探査、表面波探査等の物理探査技
術及び打ち込み式水位観測位による堤体内水
位観測方法等の技術に、裏のり尻部の局所動水
勾配観測装置を加えた堤体内部状態のモニタリ
ングシステムを用いて、危険箇所を絞り込み、出
水時の浸透状況をリアルタイムで監視し、堤体内
部の状態の変化を把握する技術の実証を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

159
橋梁点検ロボットカメラ
等機器を用いたモニタリ
ングシステムの創生

三井住友建設(株) 随意契約（公募） 8,776,965 2月25日

支承部及び桁端部の近接目視が困難な部位
に、高機能カメラ又はレーザースキャナを視準可
能な位置に近づけることで、画像又は反射時間
を取得し、ひび割れ等の経年劣化を計測するこ
とにより、コンクリート橋における支承部及び桁端
部等の劣化状況を把握する技術の実証を行うも

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

160
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）

918,000 2月25日 当初契約（10月8日）へ記載

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

161
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）

118,800 2月25日 当初契約（11月17日）へ記載

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

162
平成２６年度　道路施
設情報整理検討業務
（第１回変更）

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,992,000 2月26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

163

大規模水害の影響分析
及び適応策の取組み方
策検討業務（第1回変
更）

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

随意契約（企画
競争）

7,344,000 2月26日
大規模水害の影響分析及び適応策の取組み方
策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

164
道路事業における自然
分野の環境保全措置に
関する調査業務

八千代エンジニヤリング
（株）

随意契約（企画
競争）

5,778,000 2月26日 当初契約（12月1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
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165
Ｈ２６管内橋梁点検その
１業務

（株）東京建設コンサル
タント

指名競争入札 5,238,000 2月26日

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

関東地方整備局高崎
河川国道事務所
道路管理第二課修繕
係
tel:027-345-6043

166

平成２６年度　道路に関
する地域からの意見等
の調査・分析業務（第１
回変更）

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

5,238,000 2月26日

道路に関する施策や取組みなどについて、有識
者や各種マスメディアを始めとする地域からの意
見等を収集し、今後の道路施策を検討するため
の基礎資料として、調査・分析する

道路局企画課企画第
二係
tel：03-5253-8485

167

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（第１回

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

1,382,400 2月26日

当初契約（9月17日付）へ記載 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

第１回変更

168

北海道産農水産品等の
国際展開促進手法調
査検討（第１回契約変
更）

（一社）寒地港湾技術
研究センター

随意契約（企画
競争）

334,800 2月26日
道産品の新たな輸送システムや国際展開の促
進等について検討

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

169
Ｈ２６万世橋出張所管
内大気常時観測局保
守・データ整理他業務

（株）建設技術研究所
東京本社

指名競争入札 11,685,600 2月27日

本業務は、東京国道事務所万世橋出張所管内
の直轄国道に設置された大気常時観測局にお
いて大気測定機器等の日常点検、定期点検等
及び出力される測定データル類の整理・とりまと
め等を行い、直轄国道における大気データの把

関東地方整備局東京
国道事務所
計画課
tel:03-3512-9093

170
Ｈ２６スマートウェイ情報
提供等に関する評価検
討業務

（株）三菱総合研究所 随意契約（公募） 7,992,000 2月27日

本業務は高速道路、道の駅等に設置した全国約
１ ，６００カ所のITSスポットのうち、関東地区約４
３ ０ カ所のITSスポットより収集されるプローブ情
報について、柏地域他をケーススタディとし、活
用方策の検討を行うものである。また、専用車載
器を設置した車両利用者の意見聴取を行い、地
域、路線、沿道条件、利用頻度等の様々な条件
に基づく提供サービスの効果検証を行うとともに、
改善を実施したサービスの改善効果検証を行う

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

171
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） 7,344,000 2月27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
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172
Ｈ２６品川出張所管内
大気常時観測局保守・
データ整理他業務

（株）建設技術研究所
東京本社

指名競争入札 5,335,200 2月27日

本業務は、東京国道事務所品川出張所管内の
直轄国道に設置された大気常時観測局におい
て大気測定機器等の日常点検、定期点検等及
び出力される測定データル類の整理・とりまとめ
等を行い、直轄国道における大気データの把握

関東地方整備局東京
国道事務所
計画課
tel:03-3512-9093

173
Ｈ２６代々木出張所管
内大気常時観測局保
守・データ整理他業務

（株）長大　東京支社 指名競争入札 3,866,400 2月27日

本業務は、東京国道事務所代々木出張所管内
の直轄国道に設置された大気常時観測局にお
いて大気測定機器等の日常点検、定期点検等
及び出力される測定データル類の整理・とりまと
め等を行い、直轄国道における大気データの把

関東地方整備局東京
国道事務所
計画課
tel:03-3512-9093

174
平成２６年度管内下水
道区域図作成印刷業
務

北海道地図（株）　東京
支店

一般競争入札 2,970,000 2月27日 関東地整管内の下水道事業区域図の作成
関東地方整備局建政
部都市整備課下水道
係

175
自治体の下水道実務担
当職員への研修会開催
支援業務

特定非営利活動法人
日本トイレ研究所

随意契約（少額
随契）

950,400 2月27日
自治体の下水道実務担当職員への研修会開催
支援を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

176
下水道技術による温室
効果ガス排出削減効果
情報収集業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

896,400 2月27日
下水道技術による温室効果ガス排出削減効果
情報収集を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

177
下水道における革新的
技術の選定に係る委員
会等の開催補助業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（少額
随契）

799,200 2月27日
下水道における革新的技術の選定に係る委員
会等の開催補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

178
平成２６年度ＩＴＳスポッ
トサービス検討業務（第
１回変更）

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 54,000 2月27日 当初契約（８月２０日）へ記載

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

179
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 ▲ 5,292,000 2月27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

180
河川堤防の変状検知等
モニタリングシステムの
技術研究開発

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（公募） 15,071,952 3月2日

光ファイバセンサや加速度センサを内蔵した浸食
センサを用いて、すべり破壊等の堤防等の変形
及び堤体や高水敷の浸食・洗掘等の変形を計
測する技術の実証を行う。また、本技術で堤防の
変形状況の計測を行い、浸透現象に伴う堤防の
微細な変形から、堤防の内部の浸透状況を把握
することにより、堤防の外観の変状から、内部で
発生している変状を推測する技術の実証を行う

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

181

公共交通システム（バ
ス・鉄道等）の運用に係
わる競争入札の事例と
効果に関する調査業務

ワールドインテリジェンス
パートナーズジャパン
（株）

随意契約（少額
随契）

997,920 3月2日
フランスとドイツ（各国３都市）における公共交通
システムの競争入札と効果に関する事例や情報
収集を行った。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816
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182
下水道施設における再
生可能エネルギー導入
情報整理業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（少額
随契）

953,640 3月2日
下水道施設における再生可能エネルギー導入
情報整理を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

183

不動産流通市場におけ
る情報ストックの整備・
提供方法に関する調査
検討業務（第１回変更）

日本ユニシス株式会社
随意契約（企画
競争）

1,404,000 3月3日 当初契約（６月１６日）へ記載

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

184
施設カルテ作成に係る
整理検討業務（第1回
変更）

(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）

1,188,000 3月3日 当初契約（10月27日）へ記載

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

185
諸外国の下水道事業に
おける公的機関の役割
に関する調査業務

プライスウォーターハウ
スキーパース（株）

随意契約（少額
随契）

950,400 3月3日
諸外国の下水道事業における公的機関の役割
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

186
Ｈ２６宇都宮国道管内
交通量調査業務

日昌測量設計（株） 指名競争入札 9,558,000 3月4日
道路計画・道路整備効果等の基礎資料として活
用するため、宇都宮国道管内の交通量常時観
測及び交通量・渋滞状況等の調査を行う。

関東地方整備局宇都
宮国道事務所計画課
調査係
tel：028-638-2223

187
平成２６年度　名古屋
国道管内交通円滑化
検討業務（第１回変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

随意契約（公募） 2,430,000 3月4日 当初契約（４月２４日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

188
平成２６年度　海外道
路ＰＰＰ協議会開催支
援業務（第１回変更）

（株）オーエムシー 一般競争入札 2,052,000 3月4日

海外における道路整備に関する官民協働型イン
フラ整備プロジェクトの形成を推進するため、海外
道路ＰＰＰ協議会を開催し、官民の情報共有・意
見交換を行う

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

189
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（第一回変

（株）博報堂
随意契約（企画
競争）

3,456,000 3月5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

190
ＩＴＳ技術を活用した社
会実験運営調査業務
（第１回変更）

（株）長大 随意契約（公募） 2,916,000 3月5日

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

九州地方整備局交通
対策課特殊車両係
tel：092-476-3534

191

民族共生の象徴となる
空間における文化施設
周辺の公園的土地利用
に係る基本構想等検討
業務（第１回契約変更）

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（公募） 2,322,000 3月5日

導入すべき施設の配置計画の概略検討に伴う
自然計画に配慮した公園計画とするため、現状
の住宅や地形について3次元モデルを作成し来
園者の視点に立った施設配置の検討を行った。

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



平成２６年度　委託調査費に関する契約状況（１月～３月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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

192
関東地方に外国人目線
による多言語対応状況
調査

（株）ケーシーエス
随意契約（企画
競争）

1,996,920 3月5日

多言語対応については、外国人目線に沿った対
応の実施が重要であることから、地域の観光案
内看板や観光パンフレット、ポスター、HP等を外
国人目線で調査を行うことで、自主的に多言語
対応等を進める意思のある地域の取組をより効
果的なものになるよう支援することを目的として当

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：０４５－２１１－７２７
３

193
大規模災害対策検討
業務（第１回契約変更）

（株）建設技術研究所 随意契約（公募） 1,833,000 3月5日

大規模地震及び津波災害等について、初動対
応に必要な要員・資機材の配置計画及びTEC-
FORCE等活動計画の作成を行った。
また、雪害初動マニュアルの作成を行った。

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

194

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（第１回
変更）

（一財）建築コスト管理
システム研究所

随意契約（企画
競争）

1,112,400 3月5日 当初契約（9月22日）へ記載

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）

195
平成２６年度タイ国への
電子基準点網導入に係
る基礎情報収集調査

(株)パスコ
随意契約（少額
随契）

996,840 3月5日
タイ国に電子基準点を導入することを想定し、日
本の強みを生かした戦略的な電子基準点導入
について情報を整理した。

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

196
海外における下水道資
源利用に関する資料作
成等補助業務

（株）アサツーディ・ケイ
随意契約（少額
随契）

993,600 3月5日
海外における下水道資源利用に関する資料作
成等補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

197
必要な法定福利費を確
保するための方策に関
する論点整理業務

一般財団法人建設産
業経理研究機構

随意契約（少額
随契）

982,800 3月5日

下請企業や技能労働者に対する実質的な法定
福利費の支払を担保する上で想定される課題及
び論点を整理し、今後、実現可能な方策を検
討、実施していくための基礎情報を収集した

土地・建設産業局建設
市場整備課
内線24828

198
水質事故時における下
水道の措置に関する資
料作成等補助業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（少額
随契）

982,800 3月5日
水質事故時における下水道の措置に関する資料
作成等補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

199

平成２６年度ベトナム国
の長大橋梁モニタリング
システムに関する情報
収集業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（少額
随契）

950,400 3月5日

ベトナム国カントー橋に導入されている橋梁モニ
タリングシステムについて、現地にて関係機関へ
のヒアリングを実施し、ベトナム国による運用状況
（データの取得状況、収集されたデータの分析・
活用状況、データを活用した保全計画の策定状
況等）を確認し、整理した。

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

200
地域防災力向上に関す
る検討業務（第１回契
約変更）

日本データーサービス
（株）

随意契約（公募） 906,000 3月5日

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

北海道開発局事業振
興部防災課防災係
tel：011-709-2311
(内5459)
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201
北海道開発局管内　道
路交通情勢調査検討
業務（第1回契約変更）

（株）ドーコン 随意契約（公募） 496,800 3月5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)

202

下水道処理施設維持
管理業者登録システム
機器のウイルス対策及
び設定作業

（株）Lee.ネットソリュー
ションズ

随意契約（少額
随契）

60,480 3月5日
下水道処理施設維持管理業者登録システム機
器のウイルス対策及び設定を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

203

造船業における技能者
及び技術者の必要な人
材確保・育成等に関す
る調査

ClassNKコンサルティン
グサービス

一般競争入札 5,565,240 3月6日
造船業における技能者及び技術者の必要な人
材確保・育成等に関する調査を行い、その結果
をまとめた報告書

海事局船舶産業課計
画係　　　　Tel：03—
5253—8634

204
平成２６年度管内整備
効果調査検討業務

大日本コンサルタント
（株）東京支社

随意契約（公募） 12,960,000 3月9日

本業務は、圏央道の供用及び春日部古河バイパ
スの４車線化に伴う整備効果項目（指標）、調査
手法の検討及び交通量等の事前調査を行うと共
に、庄和ＩＣの４車線化後の交通量等の調査を行
い整備効果の分析を行うものである。

関東地方整備局北首
都国道事務所
計画課 048-941-
6002

205

オリンピック・パラリンピッ
クに向けた関東地方に
おける外国人旅行者の
受入環境設備及びプロ
モーション戦略のための
調査事業

（株）JTB総合研究所
随意契約（企画
競争）

4,995,000 3月9日

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた
観光施策の推進において、その効果を関東エリ
アに広く波及させ、その将来に渡っての財産を創
出するためには、国だけでなく民間関係者が広域
に連携して計画的、効果的に取り組む必要があ
る状況を踏まえ今後の方向性を示すために実施

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：０４５－２１１－７２７
３

206
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） 1,458,000 3月9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

207

平成２６年度　余戸南
第１高架橋（下り）設計
検討業務（第一回変
更）

（株）長大 随意契約（公募） 1,576,800 3月10日 当初契約（５月３０日）へ記載

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

208

日本に本拠を外航船主
が保有する外航船の傭
船先、船主数及び船社
名等についての調査

(株)いよぎん地域経済
研究センター

随意契約（少額
随契）

756,000 3月10日
我が国における外航船主の船舶の保有状況等
の実態を調査して、その結果をまとめた報告書

海事局外航課
Tel：03-5253-8618

209
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） 7,182,000 3月11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

210
ITSスポットに関する調
査検討業務（第１回変
更）

エヌシーイー(株) 随意契約（公募） 5,130,000 3月11日 当初契約（７月１６日）へ記載
北陸地方整備局　道路
部　道路計画課　調査
係
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211

平成２６年度　高速走
行に適した道路構造の
規格等に関する調査検
討業務（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

3,942,000 3月11日

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

道路局企画課構造基
準第一係
tel：03-5253-8485

212
高速道路に関する交通
関連データの整理・分
析業務（第１回変更）

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

4,287,600 3月12日
高速道路や並行一般道路の交通量、旅行速
度、渋滞状況等の地域毎の各種調査データの
整理・分析を行う

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

213
高速道路料金施策の効
果検証業務（第１回変
更）

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

随意契約（企画
競争）

3,974,400 3月12日
高速道路の料金施策に関して、分析手法を検討
し、モデル等を構築して総合的に効果を検証す
る

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

214
スマートＩＣ整備による広
域的整備効果の調査・
分析業務（第１回変更）

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

2,160,000 3月12日
スマートＩＣの整備が広域エリアにおいて与える影
響を調査・分析する

道路局高速道路課有
料道路利用促進係
tel：03-5253-8490

215
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）

993,600 3月12日 当初契約（9月1日）へ記載

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

216
平成２６年度　地籍整
備推進支援業務（第１
回変更）

ニッセイエブロ株式会社 一般競争入札 ▲ 1,954,800 3月12日 当初契約（８月１２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

217
平成２６年度岐阜国道
管内円滑化検討業務
（第１回変更）

大日本コンサルタント
（株）中部支社

随意契約（公募） 7,722,000 3月13日 当初契約（６月１１日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

218

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（第
１回変更）

有限会社　二戸技術 一般競争入札 1,058,400 3月16日 当初契約（１１月１０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

219
Ｈ２６常陸管内交通計
画調査検討業務

大日本コンサルタント
（株）　東京支社

随意契約（公募） 8,100,000 3月17日
常陸河川国道事務所管内における現況及び将
来道路網の交通量推計及び道路整備計画の資
料作成を実施。

関東地方整備局常陸
河川国道事務所､計画
課施策分析係
tel:029-240-4067

220
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）

972,000 3月17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
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221

平成２６年度　四国地
整管内ＩＴＳスポット活用
検討業務（第一回変
更）

（株）長大 随意契約（公募） 810,000 3月18日 当初契約（10月２９日）へ記載

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

222

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
業務（第１回変更）

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

▲ 496,487 3月18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

223
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 11,869,200 3月19日

当初契約（4月1日付）へ記載 沖縄総合事務局南部
国道事務所調査第一
課調査係tel：098-
862-5325

第２回変更

224
管内渋滞調査業務２６Ｆ
２

国際航業（株）千葉支
店

一般競争入札
（総合評価方式）

9,504,000 3月19日
今後の道路整備計画立案に係る基礎資料とす
るため、交通量調査、渋滞長調査を実施するも
のである。

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

225
平成２６年度　高山清
見道路下切高架橋橋
梁詳細設計業務(第1回

（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）

6,998,400 3月19日 当初契約（９月１６日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

226
ＩＴＳスポットサービスシス
テム設計業務（第1回契
約変更）

（株）長大 随意契約（公募） 2,430,000 3月19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)

227
高度道路交通システム
社会実験効果検証業
務（第1回契約変更）

（株）長大 随意契約（公募） 2,268,000 3月19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)

228
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 15,120,000 3月20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

229
平成26年度　四国管内
道路交通分析等業務
（第1回変更）

(株)福山コンサルタント 随意契約（公募） 10,908,000 3月20日
1．整備効果分析　2．交通流動分析　3．H27道
路交通調査検討　4．将来交通需要推計

四国地方整備局
道路計画課
調査第一係
tel：087-861-8061
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230
ＩＴＳ社会実験外検討業
務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

5,994,000 3月20日 当初契約（９月２４日）へ記載
中国地方整備局道路
部交通対策課
tel：082-221-9231

231

平成２６年度　中部圏
広域地方計画分析評
価・推進業務
（第1回変更）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（公募） 1,371,600 3月20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

232
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（第一回

独立行政法人土木研
究所

随意契約（公募） ▲ 997,012 3月23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

233
脱水汚泥によるメタン発
酵に関する検討調査業
務（第一回変更）

独立行政法人土木研
究所

随意契約（公募） ▲ 1,655,211 3月23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

234
平成２６年度　静岡地
域道路交通円滑化検
討業務（第１回変更）

パシフィックコンサルタン
ツ（株）中部支社

随意契約（公募） 1,350,000 3月24日 当初契約（４月７日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

235
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）

▲ 1,782,000 3月24日 当初契約（10月15日）へ記載

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

236
広域観光周遊ルート形
成促進事業における東
北地方基礎調査事業

(株)日本能率協会総合
研究所

随意契約（企画
競争）

9,925,200 3月25日
訪日外国人旅行者の受入環境整備、観光資
源、海外プロモーション等の視点から、東北地域
の現状を把握・整理したうえで、課題を抽出す

東北運輸局企画観光
部
観光地域振興課

237
山村境界基本調査の実
施手法検討業務（第２
回変更）

公益社団法人全国国
土調査協会

一般競争入札 2,332,800 3月25日 当初契約（８月６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

238

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2回変
更）

株式会社建設技術研
究所

随意契約（企画
競争）

▲ 3,564,000 3月25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

239
外国人建設就労者受
入事業に係る制度推進
事業

一般財団法人　国際建
設技能振興機構

随意契約（企画
競争）

61,878,359 3月27日

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

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

240
平成26-27年度　四国
管内道路交通調査検
討業務

(株)長大 随意契約（公募） 22,334,400 3月27日
1．道路交通調査方法の検討　2．調査計画の
立案　3．調査単位区間毎の観測方法の検討

四国地方整備局
道路計画課
調査第一係
tel：087-861-8061

241
平成２６年度　四国圏
広域地方計画推進検
討等業務（第１回変更）

大日本コンサルタント
（株）

随意契約（公募） 8,262,000 3月27日 当初契約（7月３１日）へ記載

四国地方整備局
広域計画課
計画調整係
tel：087-811-8309
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242

平成２６年度九州管内
道路交通調査分析業
務
（第１回変更）

（株）福山コンサルタント
随意契約（企画
競争）

1,944,000 3月27日

九州地方整備局管内において、Ｈ２７道路交通
量調査の実施にむけて、交通量観測必要区間
の検討や自動車起終点調査におけるＢゾーンの
見直しを行ったもの。また道路プローブを利活用
した道路交通調の分析を行ったもの。

九州地方整備局道路
計画第二課調査係
tel：092-476-3530

243
平成26年度宮城県モ
デル事業に係る発注者
支援業務（第１回変更）

日本工営株式会社　東
京支店

一般競争入札 ▲ 108,000 3月27日 当初契約（１０月１７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

244
平成26年度大阪府モ
デル事業に係る発注者
支援業務（第１回変更）

一般財団法人　建築保
全センター

一般競争入札 ▲ 864,000 3月27日 当初契約（１０月１７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

245
広域観光周遊ルート形
成促進に向けた北海道
地方基礎調査事業

（株）ライヴ環境計画
随意契約（企画
競争）

9,991,080 3月30日 平成２７年８月公表予定
北海道運輸局総務部
会計課調度管財係
tel：011-290-2713

平成27
年度に繰
越

246

広域観光周遊ルート形
成促進事業における中
部地方基礎調査に係る
請負契約

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）名古
屋

随意契約（企画
競争）

9,990,000 3月30日 平成２７年８月公表予定

中部運輸局企画観光
部
観光地域振興課
０５２－９５２－８００９

平成27
年度に繰
越

247
広域観光周遊ルート形
成促進に向けた九州地
方基礎調査業務

(株)ケー・シー・エス　九
州支社

随意契約（企画
競争）

9,990,000 3月30日 平成27年7月公表予定
九州運輸局企画観光
部
国際観光課

平成27
年度に繰
越

248
広域観光周遊ルート形
成促進事業における海
外需要基礎調査

プライスウォーターハウ
スクーパース・ストラテ
ジー（株）

随意契約（企画
競争）

29,975,400 3月31日

訪日外国人旅行者の実績把握により受入環境
整備等の必要性の高い地域を明らかにするととも
に、訪日旅行市場に関する調査・分析により今後
の誘客施策のターゲットを明確化すること等によ
り、広域観光周遊ルートの形成を加速する。

観光庁観光地域振興
部観光地域振興課
tel：03-5253-8111(内
線27-715)

249
広域観光周遊ルート形
成促進に向けた四国地
方基礎調査事業

㈱Ｊプロデュース
随意契約（企画
競争）

9,993,456 3月31日 平成27年7月公表予定
四国運輸局企画観光
部
国際観光課

平成27
年度に繰
越

250
広域観光周遊ルート形
成促進に向けた中国地
方基礎調査

㈱ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,993,240 3月31日

訪日外国人旅行者の受入環境・観光資源・訪日
実績等の視点から中国地方の現状把握・課題を
整理し、広域観光周遊ルート形成促進に向けた
今後の具体的取組の方向性を見出す調査

中国運輸局企画観光
部国際観光課
tel：082-228-8702

251
広域観光周遊ルート形
成促進に向けた関東地
方基礎調査事業

（株）JTB総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 3月31日

訪日外国人旅行者の受入環境設備、観光資
源、海外プロモーション等の視点から、関東ブロッ
クを中心とした地域の現状を把握・整理したうえ
で、課題を抽出し、今後強化すべき取組の方向
性を見出すことで、広域観光周遊ルートの形成を
加速することを目的とする。

関東運輸局企画観光
部国際観光課
tel：０４５－２１１－７２７
３
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252
広域観光周遊ルート形
成に向けた北陸信越地
域基礎調査事業

（特非）ＳＣＯＰ
随意契約（企画
競争）

9,974,178 3月31日

訪日外国人旅行者の受入環境整備、観光資
源、海外プロモーション等の視点から、北陸信越
地域（新潟県、長野県、富山県及び石川県）の
現状を把握・整理したうえで、課題を抽出し、今
後強化すべき取組の方向性を見出すことで、広
域観光周遊ルートの形成を加速させる。

北陸信越運輸局
企画観光部国際観光
課
tel：025-285-9181

1,252,206,428


