
平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

1
特殊繊維担体を用いた
余剰汚泥削減型水処
理技術実証研究

（株）ＩＨＩ環境エンジニアリ
ング・帝人（株）・日本下
水道事業団・辰野町共
同研究体

随意契約（公募） 599,518,800 7月1日

特殊繊維担体を用いた余剰
汚泥削減型水処理技術につ
いて、実規模施設を設置・運
転・計測することにより、ライフ
サイクルコスト削減効果、余
剰汚泥発生量の削減効果、
維持管理性、放流水質の安
定性等を実証する。

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

2

平成２８年度Ｇ空間情
報センター運用による地
理空間情報の流通の円
滑化及び利活用モデル
の構築業務

（一社）社会基盤情報
流通推進協議会

随意契約（企画
競争）

69,994,800 7月1日

Ｇ空間情報センターの立ち上
げに係る作業と運用及び地
理情報の流通円滑化を図る
ための利活用モデルの策定。

国土政策局
国土情報課　GIS第一
係
tel：03-5253-8353

3
都市域における局所的
集中豪雨に対する雨水
管理技術実証研究

メタウォーター(株)・(株)
新日本コンサルタント・
古野電気(株)・江守商
事(株)・(株)日水コン・神
戸大学・福井市・富山
市共同研究体

随意契約（公募） 44,982,000 7月1日

小型レーダーを用いた降雨・
浸水予測システムにより、浸
水被害軽減を目指す革新的
技術について、実証フィール
ドにおいてシステムを設置・稼
働することにより、革新的技
術導入の浸水被害軽減効果
等について実証するものであ
る。

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

4

振動診断とビッグデータ
分析による下水道施設
の劣化状況把握・診断
技術実証研究

(株)ウォーターエージェ
ンシー・日本電気(株)・
旭化成エンジニアリング
(株)・日本下水道事業
団・守谷市・日高市共
同研究体

随意契約（公募） 39,700,800 7月1日

昨年度設置した実証施設
（振動センサー、テストプラン
ト）及び実機を用いた振動診
断とビッグデータ分析による
下水道施設の劣化状況把
握・診断技術による劣化診断
の精度向上効果やコスト縮減
効果等に関する検討等を実
施する。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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5
平成２８年度　交通機
関共通の将来交通需要
推計手法検討等業務

計量計画研究所・三菱
総合研究所共同提案
体

随意契約（企画
競争）

18,997,200 7月1日

事業評価に係る将来交通需
要推計について、道路・港
湾・空港・鉄道の交通機関の
新たな将来交通需要推計手
法の確立に向け、現在の交
通需要推計手法の課題を踏
まえ、新たな推計モデルの構
築について検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22326)

6

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） 10,695,456 7月1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もの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

7

不動産流通市場におけ
る既存住宅の取引環境
整備等に関する調査検
討業務

（株）価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 7月1日

既存住宅の取引実務におい
て宅建業者が果たすべき役
割等を整理するとともに、標
準媒介契約約款、重要事項
説明書の参考書式の改正
や、宅建業者が実務上留意
すべき点をまとめたガイドライ
ンの作成等について検討を
行った。

土地・建設産業局不動
産業課情報整備係
03-5253-8111（内線
25116）

8
平成２８年度　不動産
市場の国際化に向けた
環境整備業務

（一財）日本不動産研
究所

随意契約（企画
競争）

9,482,400 7月1日

我が国不動産市場の国際化
に向けた環境整備として、プ
ラットフォームの整備・構築の
ため事業者・業界団体に向け
た情報発信等を行う。

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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9
今後の社会情勢に対応
した土地政策に係る制
度課題の調査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,400,000 7月1日

土地政策上の課題に関する
情報収集や調査、分析等を
実施するとともに、新たな土
地政策のあり方について検
討。

土地・建設産業局企画
課
政策第二係
03-5253-
8111(30644)

10
平成２８年度山村境界
基本調査（徳島県那賀
町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント（株）

一般競争入札 9,072,000 7月1日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

11
平成２８年度山村境界
基本調査（徳島県美馬
市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント（株）

一般競争入札 8,316,000 7月1日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

12
富士山静岡空港の混雑
問題解消に向けた実証
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）

7,992,000 7月1日

富士山静岡空港の混雑状況
等諸問題について分析し、外
国人旅行者の待ち時間短縮
又は長い待ち時間をターミナ
ルビル外で楽しく過ごしてもら
うための取組、外国人のマ
ナー問題を解消する取組方
法等の整理を行った。

中部運輸局観光部
観光企画課
tel:052-952-8009

13

平成２８年度　「海外建
設・不動産市場データ
ベース」の充実化に向け
た海外建設・不動産市
場に関する調査業務

（株）エヌ・エヌ・エー
随意契約（企画
競争）

7,475,760 7月1日

我が国建設・不動産企業の
海外進出の支援を目的として
構築した「海外建設・不動産
市場データベース」につい
て、既存情報の更新のため
調査を実施。

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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14
平成２８年度山村境界
基本調査（岡山県岡山
市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント（株）

一般競争入札 6,361,200 7月1日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

15

船内向け自主改善活動
に係る指導員養成講習
会受講者における改善
事例の関心度の分析及
び受講後の普及促進状
況調査

（一財）農政調査委員
会

一般競争入札 1,890,000 7月1日

船内向け自主改善活動に係
る指導員養成講習会受講者
における改善事例の関心度
の分析及び受講後の普及促
進状況を把握するための調
査

海事局船員政策課労
働環境対策室
tel：03-5253-8652

16
下水汚泥の熱分解高純
度水素製造プロセス技
術に関する研究

（株）オストランド・（株）
iPL・成蹊大学・産業技
術総合研究所　共同研
究体

随意契約（公募） 29,937,600 7月4日

下水汚泥に鉄イオンと消石
灰を混合・熱分解することで
高純度の水素を発生させる
技術について、生成する水素
や熱分解の際の温度特性な
どのデータ分析、及び実規模
施設を想定した建設費、運
転費を含む概略設計等につ
いて検討を行うことにより、事
業採算性や費用対効果を含
む普及可能性等について実
証する。

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

17
下水道における水素利
活用検討業務

日本下水道事業団・株
式会社日水コン共同提
案体

随意契約（企画
競争）

14,972,040 7月4日
下水道における水素利活用
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

18
離島における介護サー
ビスの実態把握に関す
る調査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

4,064,742 7月4日

離島を持つ市町村、サービス
を提供する事業者への調査
により、離島の介護サービス
の現状や問題点の整理・分
析を行い、離島地域の特性
を踏まえた介護サービスのあ
り方を検討する。

国土政策局離島振興
課
Tel:03-5253-8421
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19
家島諸島航路における
利便性向上方策のため
の調査業務

（株）シティプランニング
随意契約（企画
競争）

1,998,000 7月4日

家島諸島航路の利便性向上
（共通定期券・乗船券や交通
系ＩＣカード導入、適正なダイ
ヤ編成等）の実現化に向けた
課題や解決方策を探った。

総務企画部企画課
０７８－３２１－３１４４

20
下水道処理場における
総合バイオマス利活用
検討業務

(公財）日本下水道新技
術機構・日本水工設計
(株)共同提案体

随意契約（企画
競争）

11,966,400 7月5日
下水道処理場における総合
バイオマス利活用検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

21
多様な観測データの活
用による道路情報提供
の研究開発

（国）山梨大学 随意契約（公募） 10,994,398 7月5日

多様な観測データを活用し、
アクティビティシミュレーション
及びネットワーク交通流シミュ
レーションと多様な観測デー
タを同化させることにより、都
市圏レベルの交通状態に関
する精度の高い予測を行う手
法を開発するものである。

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

22

ＶＪ「Step into“Greater
Tokyo”訪日誘客のため
の広域観光情報発信プ
ロジェクト」

（株）JTBコミュニケー
ションデザイン

随意契約（企画
競争）

4,100,000 7月5日

1 都６県（茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、山梨県）をGreater
Tokyo”として魅力を訴求し、
訪日旅行者の増加及び回遊
性の向上を図る。中でも知名
度が高く交通アクセスの良い
観光地にフォーカスし、当該
地域で体験できるアクティビ
ティ、温泉、食、自然鑑賞、
名所旧跡及び交通情報など
を一体的にPR するため、旅
行記事の制作及びウェブサイ
トの開設、オンライン広告の
実施を行う。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

23
道路橋の部分安全係数
キャリブレーション及び
分析業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

3,780,000 7月5日 当初契約（4月27日）へ記載

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部橋梁研究室
tel : 029-864-4919
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24
ＤＨＳシステムを用いた
水量変動追従型水処
理技術実証研究

三機工業（株）・東北大
学・香川高等専門学
校・高知工業高等専門
学校・日本下水道事業
団・須崎市　共同研究
体

随意契約（公募） 589,647,600 7月6日

下水道事業経営の健全化に
貢献するため、人口減少に
伴い流入水量が減少し、水
処理能力が過大となる水処
理施設の更新時に適用する
ダウンサイジング可能な水処
理技術について、実規模施
設を設置･運転・計測すること
により、運転の安定性やコスト
構造等について実証する。

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

25
「昇龍道」マーケティング
調査・戦略策定業務に
係る請負契約

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画

競争）
39,965,400 7月6日

中部北陸地域の観光地域づ
くりを進めていくための海外市
場、来訪外国人、外国人受
入環境等のデータを収集分
析し、観光地域づくりのマーケ
ティング戦略における具体的
目標及びＫＰＩの設定、ＰＤＣＡ
サイクル実現の仕組みを構
築し、取りまとめを行った。

中部運輸局観光部
観光地域振興課
tel:052-952-8009

26

下水処理水と海水の塩
分濃度差を利用した水
素製造システム技術に
関する研究

山口大学・（株）正興電
機製作所・日本下水道
事業団　共同研究体

随意契約（公募） 29,991,600 7月6日

逆電気透析の原理によって
塩分濃度差の異なる下水処
理水と海水から水素を製造
する小規模連続実験を福岡
市に設置し水素製造の確認
と課題を検討する。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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27

平成28年度　ビッグ
データを活用した生活
道路の効果的な交通安
全対策の推進に関する
検討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

14,990,400 7月6日

近年の交通事故の特徴を整
理・分析するとともに、エリア
対策等、生活道路に係る交
通安全対策の進捗状況把
握、効果検証を行い、より効
果的な生活道路対策を検討
する。また、ビッグデータを活
用したきめ細かく効率的な事
故対策手法の検討など、新
たな交通安全対策を検討す
る。

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

28
ＩＴを活用した重要事項
説明等についての社会
実験検証等業務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

7,403,734 7月6日

有識者検討会の運営や、社
会実験の結果の検証、関係
団体等へのヒアリング及びア
ンケートの実施、社会実験の
推進のための諸課題の分析
と対応策の反映を行った。

土地・建設産業局不動
産業課適正取引係
03-5253-8111（内線
25125）

29
国際政治経済情勢に関
する調査業務事業

PwCアドバイザリー（同）
随意契約（企画
競争）

6,997,888 7月6日

世界全体及びアジア・アフリカ
等の対象国・地域におけるの
政治経済情勢について、現
況、トレンド、主要な経済指標
の動向等、また、それらに影
響を及ぼす要因等に関して
調査・分析を行い、主要トピッ
ク（金融政策、原油価格、地
政学的リスク等）ごとにその動
向、今後の見通し等について
調査・分析を行い、レポートの
作成を行う。

総合政策局国際政策
課　tel：03-5253-
8312
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30
ＶＪ「北関東三県広域ツ
アー造成プロモーション
事業」

（株）JTB関東　法人営
業水戸支店

随意契約（企画
競争）

6,093,650 7月6日

40代家族層を対象として3世
代でも楽しめる「上質な温泉」
やテーマパーク、ハイキング
などの「体験」などといった観
光資源を訪日観光の新たな
魅力としてＰＲするとともに、
連携先地域の観光に適した
旅行商品の造成及び商品数
の拡充を目指す。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

31
沼島航路の再編後にお
けるフォローアップに関
する調査業務

（株）シティプランニング
随意契約（企画
競争）

2,494,800 7月6日

沼島航路における洲本線休
廃止の影響を把握するととも
に、利用者の利便性向上や
今後の航路維持方策等を
探った。

総務企画部企画課
０７８－３２１－３１４４

32
地域住生活まちづくりモ
デルに関する調査・検
討業務

森ビル都市企画（株）
随意契約（企画
競争）

69,768,000 7月7日

国土交通省から提示される
モデル市町村において、地域
の実情調査等を実施し、まち
づくり事業に至るまでの工程
表（以下「まちづくり工程表」と
いう。）の作成に向けた検討
を行い、まちづくり工程表（骨
子）の作成を行う。

住宅局市街地建築課
市街地再開発係
内線39-655

33
MICEの経済波及効果
及び市場調査事業

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

30,000,000 7月7日

国際会議の開催による全国
への経済波及効果について、
アンケート調査等により算出・
分析するとともに 企業会議、
企業の報奨・研修旅行の経
済波及効果の算出手法を検
討する。

観光庁参事官（国際会
議等）
tel：03-5253-8111(内
線27-603,27-606)
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34

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

(株)アルテップ
随意契約（企画
競争）

20,984,400 7月7日

「住生活基本計画（全国計
画）（平成28年3月18日閣議
決定）」や「規制改革に関す
る第4次答申（平成28年5月
19日規制改革会議）」等にお
いて、集団規定に係る規制に
ついて幅広く検討することが
求められている。これらの社
会ニーズに対応するため、社
会・経済情勢の変化等を踏
まえつつ、集団規定に係る建
築規制の総合的な検討を行
う。

住宅局市街地建築課
市街地建築安全係
内線39-634

35

平成２８年度　イノベー
ション創出と連動する都
市構造及び重層的な地
域間・都市間連携のあり
方等検討調査

（株）日本総合研究所
随意契約（企画
競争）

20,898,000 7月7日

地方都市における地域発の
イノベーションについて、特に
製造業、農業、観光産業等
の域外市場型産業に着目
し、その創出を図るための関
係主体の取り組むべき方向
性について、また、主に商業・
サービス業等の域内市場型
産業に着目し、その生産性向
上のためのまちづくりの方向
性について検討。

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

36
住宅政策を取り巻く市場
環境の変化等に関わる
検討業務

(株)野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

16,999,200 7月7日

既存住宅流通の市場および
住生活関連の市場の現状調
査および今後の方向性につ
いて検討するとともに、消費
者に既存住宅の魅力を効果
的に訴求するための施策の
検討等を行う。

住宅局住宅政策課
住宅経済係
内線39-235
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37
新たな住生活基本計画
の全国的な推進に係る
調査検討業務

ランドブレイン(株)
随意契約（企画
競争）

12,992,400 7月7日

平成28年3月の全国計画見
直しを踏まえ、空家実態調
査、住生活総合調査、住宅・
土地統計調査等、住生活に
関するデータを得るための調
査実施に向けた基礎的な検
討立案を行うこと等を通じ
て、新たな住宅政策の全国
的な推進と展開のための共
通基盤の形成を図る

住宅局住宅政策課
調査係
内線39-244

38

個人住宅の利活用を促
進するための適切な管
理及び他用途活用に関
する調査業務

(株)価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,994,400 7月7日

近年広がりを見せつつある個
人住宅の空き家管理サービ
スの実態調査と、賃貸、売
買、他用途活用などの利活
用を見据えた個人住宅の管
理のあり方や個人住宅の他
用途活用の事例調査、他用
途活用にあたっての課題、行
政や地域の事業者が連携し
て推進するための取組方策
等について検討を行う

住宅局住宅総合整備
課
賃貸住宅対策室
管理係
内線39-335

39

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

(株)社会空間研究所
随意契約（企画
競争）

6,980,000 7月7日

新たな用途規制の合理化に
関するニーズの調査・分析を
行いつつ、特に例外許可ニー
ズの高い用途の建築物の立
地を容易にするため、各用途
地域に求められる環境性能
（騒音、振動等）と、当該建
築物の有する環境性能に基
づき、用途規制を弾力的に
運用するための方策について
検討を行う。

住宅局市街地建築課
市街地建築安全係
内線39-634
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40

平成２８年度昇降機等
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）

5,994,000 7月7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
策の技術的事例、保守関連
事例、基準類の改定などにつ
いて情報収集し、国内事故
の未然防止に役立てることを
目的として調査検討を行う。

住宅局建築指導課
昇降機等事故調査室
内線39-573

41
実践的な河川の環境管
理に向けた技術検討業
務

いであ(株)
随意契約（企画
競争）

21,384,000 7月8日
実践的な河川の環境管理に
向けた技術検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

42
内水氾濫危険情報提
供手法等検討業務

(株)日水コン東京支所
随意契約（企画
競争）

19,872,000 7月8日
内水氾濫危険情報提供手法
等検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

43
近畿管内道路交通情
勢調査集計分析業務

(株)地域未来研究所 随意契約（公募） 16,934,400 7月8日

１．ＯＤ調査結果による交通
動向分析　２．一般交通量調
査結果の分析　３．一般交通
量調査結果図面作成　４．一
般交通量調査結果公表資料
作成

近畿地方整備局
道路部 道路計画第二
課
計画係
tel：06-6945-7420

44

河川の水門・樋門及び
排水ポンプ場施設等の
維持管理効率化に関す
る検討業務

河川の水門・樋門及び
排水ポンプ場施設等の
維持管理効率化に関す
る検討業務　河川財
団・ダム・堰施設技術協
会・河川ポンプ施設技
術協会共同提案体

随意契約（企画
競争）

16,804,800 7月8日
河川の水門・樋門及び排水
ポンプ場施設等の維持管理
効率化に関する検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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45
平成２８年度　離島振
興施策実施状況調査

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,011,600 7月8日

各都道県の離島振興計画に
基づく離島振興施策につい
て、実施状況等の評価に必
要な情報を収集し分析を行
う。また、離島地域と島外の
企業等をつなげる「マッチン
グ」の仕組みを検討する。

国土政策局離島振興
課
Tel:03-5253-8421

46

平成２８年度　対流促
進型国土の形成に向け
た戦略的な国土基盤整
備に係る検討調査

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

9,500,000 7月8日

国土基盤整備に伴い、人流
や物流等の対流が促進され
た事例の調査や、国土基盤
整備が対流に与える影響の
分析、国土基盤整備による
対流促進効果の評価手法の
検討を行う。

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

47

平成28年度下水処理
場におけるCO２排出削
減ポテンシャル等調査
業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（少額
随契）

982,800 7月8日

平成28年度下水処理場にお
けるCO２排出削減ポテンシャ
ル等調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

48
造船業の生産性向上施
策に関する概要資料作
成業務

（株）ＤＭＩ
随意契約（少額
随契）

631,800 7月8日

海事生産性革命を促進する
ための施策の検討・実施にあ
たり、造船事業者、研究機
関、大学等において、将来の
ビジョンを共有し円滑に事業
を推進するための資料を作
成

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

49
脱水乾燥システムによ
る下水汚泥の肥料化、
燃料化技術実証研究

月島機械（株）・サンエコ
サーマル（株）・日本下
水道事業団・鹿沼市・
（公財）鹿沼市農業公
社共同研究体

随意契約（公募） 598,320,000 7月11日

下水汚泥の肥料化、燃料化
といった多様な有効利用を可
能とし、かつ従来からの課題
であったコスト縮減を可能とす
る脱水乾燥システム技術に
ついて、実規模施設を設置･
運転・計測することにより、運
転の安定性やコスト構造等に
ついて実証する。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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50
ＩＴＳに関する日欧米間
協力活動調査及び海外
動向調査業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

13,230,000 7月11日

ITS分野における欧米当局と
の協力活動に係る調査・情
報収集、欧米当局との会議
に向けた資料作成支援、自
動運転・協調システムに関す
る欧米諸国の動向の調査を
行うものである。

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

51
沖縄における新たな港
湾施策検討業務

沖縄における新たな港
湾施策検討業務一般
財団法人みなと総合研
究財団・八千代エンジニ
ヤリング株式会社沖縄
事務所設計共同体

随意契約（企画競
争）

11,772,000 7月11日

沖縄管内港湾の港湾整備に
よる社会的効果やニーズの
変化等を把握するとともに、
那覇港及び中城湾港の港湾
機能強化に関する検討を通
して、本島内の各港の機能
連携を踏まえた効率的・効果
的な物流・人流体系の構築
に向けた施策検討調査を
行った。また、検討会を開催
し、沖縄振興に資するこれか
らの港湾施策について検討を
行った。

沖縄総合事務局港湾
計画課計画調査係
tel：098-866-1906

52
公共工事における環境
物品の調達推進に関す
る調査業務

（財）先端建設技術セン
ター

随意契約（企画
競争）

9,936,000 7月11日

環境物品等の調達の更なる
推進のため、土木分野におけ
る提案品目に関する評価、
判断基準の強化、見直し等
の基礎資料とするため、提案
品目の整理及び評価結果一
覧表の作成、特定調達品目
の調達実績等に関する整
理、重点品目の調達実態の
把握及び課題の整理等を行
う。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本システム研究室
tel : 029-864-2677
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53

下水道分野における海
外展開のための地方公
共団体職員の人材育成
等に関する調査検討業
務

地方共同法人　日本下
水道事業団

随意契約（企画
競争）

7,830,000 7月11日

下水道分野における海外展
開のための地方公共団体職
員の人材育成等に関する調
査検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

54
汚泥処理技術の海外展
開戦略検討業務

日本下水道事業団
随意契約（企画
競争）

6,912,000 7月11日
汚泥処理技術の海外展開戦
略検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

55

日田市における観光資
源を活用した交流人口
の拡大及び地域経済へ
の波及効果に関する調
査事業

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画
競争）

5,994,000 7月11日

奥日田デザイン会議を基軸と
した業務振興に努め、ビッグ
データ、聞き取り調査等を基
にマーケティングを行い、地
域の食材にこだわった食の開
発を行った。観光施設及び
観光客に対してのアンケート
調査を行い、ニーズ分析を
行った。福岡、熊本の県境で
あることから、日田への国内
観光客、訪日外国人観光客
の動向を調査した。

九州運輸局観光部
観光地域振興課
tel:092-472-2920

56
市街地の緑量計測のた
めのリモートセンシング調
査業務

中日本航空（株）
随意契約（企画
競争）

4,698,000 7月11日

夏季における市街地の緑の
状況を把握するために、マル
チバンド画像撮影や航空レー
ザ計測等によるリモートセンシ
ング調査を行い、緑量分布
図の作成を行うものである。

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

57
防災施策に関する広報
資料の検討・作成業務

復建調査設計（株）
随意契約（企画
競争）

29,592,000 7月12日
防災施策に関する広報資料
の検討・作成を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

58

市町村等における高齢
者向け住宅の供給方針
の策定支援に係る検討
調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

24,958,800 7月12日

各地域における医療・介護施
策と連携した高齢者向け住
宅の供給方針等の策定に係
る課題の整理・分析や充実
化を図るために必要な事項
の検討を行った上で、実際の
市町村等におけるケーススタ
ディを通じて、市町村等にお
ける計画等の策定にあたり参
考となるマニュアルの作成に
係る検討を行う

住宅局安心居住推進
課
高齢者住宅指導係
内線39-855

59
防災教育及び河川教育
の普及・展開に関する
広報検討業務

（公財）河川財団
随意契約（企画
競争）

24,786,000 7月12日

防災教育及び河川教育の普
及・展開に関する広報検討を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

60

多様なニーズに対応し
た新たな高齢者向け住
宅のあり方に関する検討
調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

17,928,000 7月12日

住宅のバリアフリー化やヒート
ショック対策を推進するととも
に、高齢者の身体機能や認
知機能、介護・福祉サービス
等の状況を考慮した部屋の
配置や設備等高齢者向けの
住まいや多様な住宅関連
サービスのあり方を示した「新
たな高齢者向け住宅のガイド
ライン」の策定に向けて、調
査検討を行う

住宅局安心居住推進
課
高齢者住宅指導係
内線39-855

61
バンコク都市圏における
貨物輸送改善に係る事
業性調査

日本工営（株）東京支
店

一般競争入札 14,040,000 7月12日

昨年11月に日タイ両国運輸
大臣間で締結した南部経済
回廊にかかる鉄道協力覚書
に基づき、ＪＩＣＡ調査によって
選定されたバンコク都市圏の
貨物駅候補地に対し、環境
社会配慮調査、既存在来線
からの引き込み線の設計等
の調査を実施。

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527
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62
公営住宅ストックのさら
なる長寿命化推進に関
する事業量推計等調査

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

11,998,800 7月12日

今年度改定予定の公営住宅
等長寿命化計画策定指針の
改定内容やこれに基づく計画
策定手順等を事業主体へ周
知することにより、事業主体の
公営住宅等長寿命化計画の
策定や改定を推進するととも
に、全国の長寿命化計画等
に基づく公営住宅整備事業
やストック総合改善事業にお
ける中長期的な事業量を把
握し、今後の公営住宅整備
における事業の円滑な実施
のあり方について検討する。

住宅局住宅総合整備
課
審査係
内線39-346

63
既設の昇降機の効果的
な改修に関する調査・
検討業務

（一財）日本建築設備・
昇降機センター

随意契約（企画
競争）

8,999,532 7月12日

既存不適格となっている既設
の昇降機については、包括的
な対応策を講じることが必要
である。
このため、既設の昇降機への
効果的な対応策を調査検討
することにより、既設の昇降機
の安全性の担保を確保し、重
大事故の減少を図る。

住宅局建築指導課
動力・設備係
内線39-576

64
下水道を核とした市民
科学育成プロジェクト推
進方策検討業務

国際航業（株）東京支
店

随意契約（企画
競争）

7,992,000 7月12日

下水道を核とした市民科学
育成プロジェクト推進方策検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

65

公営住宅の維持管理や
改修工事の適切な実施
に向けた指針や仕様等
の整備に向けた検討調
査

合同会社ＵＲＢＡＮ
随意契約（企画
競争）

7,992,000 7月12日

民間建築を含め、改修工事
の事例の収集等を通じて、公
営住宅の維持管理や改修工
事に関する指針・仕様等の整
備に向けた検討を行う。

住宅局住宅総合整備
課
審査係
内線39-346
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66
複合不動産に係る鑑定
評価手法の精緻化等に
関する調査検討業務

（公財）日本不動産鑑
定士協会連合会

随意契約（企画
競争）

7,498,440 7月12日

土地・建物一体の複合不動
産の鑑定評価において、海
外の鑑定評価制度における
参考となる情報の収集・整
理、取引事例等を用いた検
証方法の具体化に向けた検
討結果をまとめた報告書。

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

67
不動産鑑定士の魅力発
信方策に関する検討業
務

（公財）日本不動産鑑
定士協会連合会

随意契約（企画
競争）

3,495,960 7月12日

不動産鑑定士の魅力を発信
するために開催するオープン
セミナーでの資料及び開催
記録、広報ツールを収録した
電子媒体。

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

68
次世代モビリティ社会を
踏まえた移動空間評価
手法の開発研究

（国）名古屋大学 随意契約（公募） 19,990,800 7月13日

移動者の快適性やストレス
等、従来は指標化と定量化
が困難であった質的側面の
評価手法を開発する。具体
的には、主観的評価(例え
ば、アンケートによる満足度や
快適性等)、及び脈拍や脳波
等の様々な生体現象等につ
いて、最適な指標の組合せ
を開発するとともに、政策立
案者や評価者が感覚的に理
解しやすい評価軸を開発す
る。

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

69
下水道による浸水対策
に資する情報利活用検
討業務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（企画
競争）

19,947,600 7月13日
下水道による浸水対策に資
する情報利活用検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

70
「かわまちづくり」の推進
に関する検討業務

（公財）リバーフロント研
究所

随意契約（企画
競争）

19,872,000 7月13日
「かわまちづくり」の推進に関
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
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71
諸外国における貨物車
交通マネジメントに関す
る調査検討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

15,994,800 7月13日

特定の国を対象とし、道路課
金を含む貨物車交通の効率
化・整序化に関する主要な施
策を体系的に整理するととも
に、大型車の通行に係る海
外における一般的制限値等
の情報を収集し、参考となる
ポイントなどについて整理を行
う。

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

72
平成２８年度ＩＴＳ技術を
活用した社会実験運営
調査外業務

日本工営（株） 随意契約（公募） 14,277,600 7月13日

ETC2.0サービスの機能向上
を目的として、ITS技術を活用
した社会実験について、実験
モニタへのアンケート調査等
を実施し、ETC2.0車載器の
稼働状況の確認を行うことと
している。また、ETC2.0プロー
ブ情報を活用し、交通安全
事業の事業前、事業中の課
題の抽出、事業後の効果予
測を行い、今後の道路事業
の基礎資料とするものであ
る。

九州地方整備局交通
対策課特殊車両係
tel：092-476-3534

73
時間価値に関する情報
収集・調査検討業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

12,009,600 7月13日

人や貨物の時間価値原単位
等について、海外における研
究の進展状況やその内容に
係る情報収集などを行い、改
善に向けての課題等について
整理を行う。

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487
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74
大型車両の誘導区間の
充実に向けた調査検討
業務

大型車両の誘導区間の
充実に向けた調査検討
業務　計量計画研究
所・日通総合研究所共
同提案体

随意契約（企画
競争）

11,977,200 7月13日

大型車両の通行を誘導すべ
き道路の区間の指定の一層
の充実に向け必要な情報な
どを整理するとともに、一層の
当該区間の円滑な利用に資
する措置の参考となる海外の
情報などを収集する。

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

75

ICTの利活用による個人
の財・サービスの仲介ビ
ジネスに係る国際的な
動向・問題点等に関す
る調査研究

運輸分野のシェアリング
エコノミー調査共同提案
体
代表者：（株）エヌ・ティ・
ティ・データ経営研究所

随意契約（企画
競争）

11,000,000 7月13日

運輸分野のうち、ライドシェ
ア、カーシェア、貨物運搬
シェアにおける個人の財・
サービスを前提とした仲介ビ
ジネスに着目し、欧米諸国に
おける動向・問題点等を情報
収集・整理。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

76
平成２８年度離島の交
流推進支援調査業務

名古屋ショーケース
（株）

一般競争入札 10,454,400 7月13日

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

国土政策局離島振興
課
Tel:03-5253-8421

77
自己熱再生型ヒートポン
プ式高効率下水汚泥乾
燥技術実証研究

（株）大川原製作所・関
西電力（株）・秦野市
共同研究体

随意契約（公募） 499,996,800 7月14日

汚泥乾燥に伴う蒸発潜熱を
回収再利用することによって
エネルギーコストを削減する
新しい汚泥乾燥設備を秦野
市に設置し、省エネルギー性
の確認、乾燥機能の安定
性、乾燥汚泥の資源化につ
いて検討する。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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78

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（観光バス基幹路線創
造のための実証運行事

（株）JTB北海道札幌法
人事業部

随意契約（企画
競争）

65,992,318 7月14日

広域観光周遊ルートのモデ
ルコースに周遊バスを運行さ
せて、地域の活性化を図る
実証運行事業

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

79

デモンストレーション型海
外インフラ展開促進事
業等効果測定調査業
務

（株）コングレ
随意契約（企画
競争）

14,995,990 7月14日

海外インフラ展開候補国の
首脳等に、日本の交通インフ
ラや技術の素晴らしさを実体
験してもらうデモンストレーショ
ン型及び映像型の事業を効
果的、効率的に推し進めるた
めの改善策の提案を行う。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8312

80
平成２８年度道路交通
調査分析検討業務

エヌシーイー（株） 随意契約（公募） 7,560,000 7月14日

平成２７年度全国道路・街路
交通情勢調査の自動車起終
点調査、一般交通量調査の
結果をもとに、北陸地方の交
通特性を把握するために各
種集計及び分析を行う。

北陸地方整備局　道路
部　地域道路課　調査
係
tel:025-280-8880

81

平成28年度北東アジア
物流情報サービスネット
ワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）
の連携範囲の拡充に係
る課題整理等に関する
調査

（株）富士通総研 一般競争入札 7,506,000 7月14日

・普及促進に向けた利用者の
ニーズ把握
・機能拡充や連携範囲拡張
の可能性等についての調査
分析
・日中韓専門家会合における
協議内容

総合政策局国際物流
課
tel：03-5253-8800
内線25428

82
都市における雨水管理
技術の評価に関する調
査業務

公益財団法人日本下
水道新技術機構

一般競争入札 4,860,000 7月14日

都市における雨水管理に関
する下水道革新的技術導入
のためのガイドライン策定に向
け、実証技術の評価にあたり
必要となる技術資料の作成、
有識者等への意見聴取、及
び報告書の作成を行うもので
ある。

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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83
鉄道施設災害復旧調
査

（公財）鉄道総合技術
研究所

随意契約（競争
性なし）

200,448,000 7月15日

熊本地震により南阿蘇鉄道
は、地山全体が大きく動いた
ため、トンネルや渓谷に架か
る橋りょうが移動・変形する
等、鉄道施設に著しい損傷が
発生した。 このため、単なる
損傷部分の補修ではなく、今
後の地山の動きなど地質・地
盤の調査やトンネル・橋りょう
の損傷状況の調査をした上
で復旧方法を検討するととも
に、今後の持続的な事業運
営のための鉄道施設の保有
のあり方についても検討する
ことが必要であり、今般の熊
本地震復旧等予備費を活用
して、これらの検討調査を実
施。

鉄道局施設課
tel:03-5253-8554

84

平成２８年度　社会資
本プラットフォームの確
立に向けた機能強化お
よび運用等に関する検
討業務

平成２８年度　社会資
本プラットフォームの確
立に向けた検討業務密
日s痔総合研究所・建
設技術研究所・長大共
同提案体

随意契約（企画
競争）

39,960,000 7月15日

国・地方自治体等における社
会資本の施設・管理情報を
分野横断的に収集・整理し
活用する「社会資本プラット
フォーム」の改良に向けた検
討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22354)
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85

中国、四国、九州におけ
る大規模災害時の多様
な輸送モード活用による
支援物資物流システム
の構築に関する調査

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

8,015,000 7月15日

中国、四国、九州の各地域
ブロックを超えた広域連携を
通じ、多様な輸送モードの活
用による支援物資物流シス
テム及び災害発生時の相互
応援体制の構築を図る観点
から、被災県、応援県及び物
流事業者等の関係者が、国
との調整の中で調整事項・共
有情報の整理や連携体制の
整備に向けた調査を実施。

九州運輸局交通政策
部
環境・物流課
tel:092-472-3154

86

北海道運輸局管内にお
ける他業種と連携した公
共交通の活性化手法の
調査等業務

（一社）　北海道開発技
術センター

随意契約（企画
競争）

3,780,000 7月15日

既存商業施設等を活用した
バス待合施設の設置に関し、
実証実験等を通じ公共交通
機関と商業施設等との効果
的な連携手法についての調
査。

北海道運輸局交通政
策部
交通企画課
℡：011-290-2721

87

国土交通行政（水災害
関連分野）における功績
に対する感謝状の作成
について

（株）三精社企画
随意契約（少額
随契）

5,400 7月15日

国土交通行政（水災害関連
分野）における功績に対する
感謝状

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

88
ダムによる土砂及び流
木の捕捉効果等につい
ての調査検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

24,732,000 7月19日

ダムによる土砂及び流木の
捕捉効果等についての調査
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

89
平成28年度　新たな道
路構造の運用等に関す
る調査検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

22,734,000 7月19日

車線の運用形態等の見直し
に向けた課題整理及び検
討、高速道路等における規
制速度の引き上げに係る対
応策検討、地公体における
独自規定の策定状況等を踏
まえた対応策検討、道路構
造基準の改正に関する整理
等を行う。

道路局企画課構造基
準第一係
tel：03-5253-8485
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90

社会経済情勢の変化に
よる自動車の利用・保
有形態の動向把握・分
析業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

16,999,200 7月19日

将来の交通需要推計等にお
いて見込むべき交通動向とし
て、自動車の保有形態や自
動車の利用方法等の最新の
動向を把握・分析する。

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel：03－5253－8487

91
平成28年度　河川行政
等に関する新聞掲載業
務

(株)博報堂
随意契約（企画
競争）

15,120,000 7月19日
平成28年度　河川行政等に
関する新聞掲載を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

92
地方都市の不動産ファ
イナンス等の環境整備
の推進業務

デロイト トーマツ ファイナ
ンシャル アドバイザリー
合同会社

随意契約（企画
競争）

14,996,880 7月19日

資金の循環による地方創生
を推進するため、地方都市に
おける不動産ファイナンス等
の環境整備を行った。
具体的には、次に掲げる業務
を実施した。
・不動産証券化事業の具体
化に向けた専門家による支
援。
・地方都市の不動産ファイナ
ンスに係るセミナーの開催を
通じた普及啓発活動。

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室
内線：25-157

93
土地履歴調査等業務
（宮崎・鹿児島地区）

昇寿チャート（株） 一般競争入札 14,364,000 7月19日

土地分類基本調査（土地履
歴調査）を実施し、土地本来
の自然地形や改変履歴、災
害履歴等に関する地図デー
タ等を作成。

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

94

ワンウェイ型カーシェアリ
ングシステムの導入可
能性と道路空間の新た
な利活用方策について
の研究開発

（国）熊本大学 随意契約（公募） 12,927,584 7月19日

海外におけるシェアリングシス
テムの最新動向を知るため
の海外視察と実態・意識調
査、超小型電気自動車シェ
アリングシステムの運用シミュ
レーション分析、都市圏で
カーシェアリング社会実装実
験を実施するための関係者と
の調整等を行うもの

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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95

訪日外国人旅行者の国
内訪問地域分布及び訪
問地選択に関する調査
研究

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

10,920,960 7月19日

訪日外国人旅行者の国内訪
問地域分布の実態を詳細に
分析するとともに、ICT等を活
用しながら外国人旅行者の
日本各地に対する認知度と
訪問地選択との関係及び訪
日旅行と情報収集等の関連
を分析・把握することにより、
今後の取組みの方向性等を
検討。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

96

平成２８年度モデル事
業（給食センター建設事
業）に係る発注者支援
業務

（株）アクア
随意契約（企画
競争）

10,800,000 7月19日

給食センター建設事業の発
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
tel:03-5253-8278

97
地積測量の効率化に係
る検討業務

（株）松本コンサルタント
随意契約（企画
競争）

7,560,000 7月19日

「①各測量工程における
GNSS測量技術の更なる活
用」、「②GNSS測量技術によ
る新たな測量手法を導入した
場合の効率的な測量工程の
組み合わせ」について、それ
らの主な課題と対処方法を
整理した上で、測量精度等の
実地検証を行い、その結果を
踏まえた効率化手法のマ
ニュアル作成や地籍調査作
業規程準則運用基準（以下
「運用基準」という。）等の修
正案の作成を実施するもの

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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98

下水道処理施設維持
管理業者登録システム
の政府共通プラットホー
ムへの移行及び移行に
伴うシステム改修業務

（株）セック 一般競争入札 6,836,400 7月19日

下水道処理施設維持管理業
者登録システムの政府共通
プラットホームへの移行及び
移行に伴うシステム改修を行
う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

99
平成２８年度　むつ小川
原開発推進調査

（株）開発計画研究所
随意契約（企画
競争）

6,200,000 7月19日

むつ小川原地域における6次
産業化(水産物、畜産物を中
心として)の動向と今後の展
開可能性及び地元の新たな
期待産品であるイチゴ、トマ
ト、ほうれん草等に関する植
物工場の立地可能性を調
査。

国土政策局広域地方
政策課開発班
tel:03-5253-8369

100

市場別ブランドイメージ
の定着に向けたモデル
コース魅力向上調査事
業

（株）JTB九州
随意契約（企画
競争）

5,939,000 7月19日

九州における広域観光周遊
ルートの各モデルコースにつ
き、市場別にルートの課題の
抽出及び具体的な魅力（観
光地、食事施設、ショッピング
施設等）の組み込み等を行う
ための調査を実施。

九州運輸局観光部
国際観光課
tel:092-472-2335

101
下水道技術研究開発の
普及展開資料作成等
補助業務

（株）日本水道新聞社
随意契約（少額
随契）

756,000 7月19日

下水道技術研究開発の普及
展開資料作成等補助につい
ての報告書。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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102
道路分野の海外展開支
援業務

道路分野の海外展開支
援業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

39,096,000 7月20日

我が国の道路分野における
海外展開を支援するため、諸
外国における道路プロジェクト
等の情報をとりまとめ、また、
二国間会議・セミナー・国内
協議会の開催を通じて我が
国の道路技術のPRを実施す
るとともに諸外国における
ニーズを把握し、道路分野の
海外展開についての戦略検
討を行う。

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

103
ASEAN国際物流網にお
ける道路技術共同研究
支援業務

ASEAN国際物流網にお
ける道路技術共同研究
支援業務共同提案体

随意契約（企画
競争）

36,180,000 7月20日

ASEAN地域において我が国
の技術の普及を図るととも
に、日系企業等の活動を支
える質の高いインフラとしての
国際的な道路網整備を目指
すため、ASEAN諸国との道路
舗装の性能向上や過積載車
両抑制のための共同研究の
実施を支援する。

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

104

不織布フィルターと限外
ろ過膜による未処理下
水の除菌システム技術
に関する研究

王子ホールディングス
(株)・王子エンジニアリン
グ(株)・クラレアクア(株)
共同研究体

随意契約（公募） 19,515,600 7月20日

不織布フィルターと限外ろ過
膜による未処理下水の除菌
システムについて、パイロット
プラント施設を運転・計測す
ることにより、最適な不織布
仕様、使用済みの不織布の
処理方法、コスト構造、維持
管理性、放流水質の安定性
等を検証する。

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



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

105
外国人建設就労者受
入事業に係る人材活用
モデル事業

（一財）国際建設技能
振興機構

随意契約（企画
競争）

16,499,781 7月20日

国後に日本で習得した技能
が活用される事を見据えた送
出し国における事前訓練等、
モデルケースと認められる先
導的な事業を選定し、支援・
情報の共有を実施。

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

106
ＥＴＣ２．０プローブデー
タ利活用等高度化検討
業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

15,033,600 7月20日

経路情報収集装置から収集
するＥＴＣ２．０プローブデータ
を地域特性を踏まえ分析・考
察し、交通事故・安全対策等
への利活用等高度化につい
て検討するもの。

中国地方整備局道路
部交通対策課
tel：082-221-9231

107
土地履歴調査等業務
（常総・長崎地区）

国際航業（株） 一般競争入札 14,385,600 7月20日

土地分類基本調査（土地履
歴調査）を実施し、土地本来
の自然地形や改変履歴、災
害履歴等に関する地図デー
タ等を作成。

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

108

世界自然遺産登録に伴
う小笠原諸島における
産業の変化の分析及び
今後の振興策のあり方
に関する調査

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

12,744,000 7月20日

小笠原諸島における世界自
然遺産登録による産業の変
化及び経済効果等を分析
し、産業振興と自然環境の保
護・活用と両立を前提に、同
諸島のポテンシャルを最大限
に発揮させるための振興方策
を調査・検討する。

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

109

立地競争力の更なる強
化に資する国際航空
ネットワークに関する調
査研究

日本空港コンサルタン
ツ・エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ共同
提案体
代表者：（株）日本空港
コンサルタンツ

随意契約（企画
競争）

10,994,400 7月20日

我が国と欧州の国際航空
ネットワークの動向を比較分
析するとともに、海外の空港
会社等における取り組み等に
ついて事例調査を実施。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816
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110
平成２８年度モデル事
業（庁舎建設事業）に係
る発注者支援業務

明豊ファシリティワークス
（株）

随意契約（企画
競争）

9,018,000 7月20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
tel:03-5253-8278

111

宗像市における観光
マーケティング調査及び
観光消費拡大策検証
事業

（一社）九州のムラ
随意契約（企画
競争）

4,995,000 7月20日

観光マーケティング調査を従
来の客層及び宗像大社等の
世界遺産登録に向け増加が
予想される新たな客層に関し
て実施し、宗像市が有する豊
富な観光資源を活かすため
の回遊性向上及び観光消費
拡大方策について、検討・検
証を行った。

九州運輸局観光部
観光地域振興課
tel:092-472-2920

112

平成28年度下水道分
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）

993,600 7月20日

平成28年度下水道分野の
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

113
ユニバーサルツーリズム
の促進に関する支援業
務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

28,490,400 7月21日

ユニバーサルツーリズムに関
する受入体制の調査、受入
拠点の普及に向けた手法の
検討、モデル事例構築

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-314)
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114
ＣＣＴＶカメラを用いた被
害把握システムに関す
る調査業務

（一社）建設電気技術
協会

随意契約（企画
競争）

21,924,000 7月21日

本業務は、平成27年度に作
成した「CCTVパノラマ画像作
成システム」と「CCTV画像3D
データ重ね合わせ計測シス
テム」に関する要件定義書を
踏まえ、平成27年度に作成
したCCTVパノラマ画像作成ソ
フトに「情報分析・意思決定
支援システム」から災害発生
情報を受け取るための改良を
行うこと及びCCTV画像から
被害箇所を計測するソフトの
作成等を行う。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本情報基盤研究室
tel : 029-864-4916

115
地域公共交通事業にお
ける収益性と効率性に
関する調査研究

（一社）システム科学研
究所

随意契約（企画
競争）

9,990,000 7月21日

一般乗合旅客自動車運送事
業者を中心に、事業の収益
性と効率性を評価する上で
重視すべき具体的な指標例
や活用方法を検討。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

116
社会資本整備のストック
効果に関する調査整理
業務

（一社）システム科学研
究所

随意契約（企画
競争）

9,828,000 7月21日

ストック効果及び社会資本整
備に関連するデータの収集
整理を行うとともに、収集され
たデータを用いて全国を対象
としたストック効果の分析整
理を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本マネジメント研究室
tel : 029-864-4239

117
子育てに配慮した住宅
の整備水準に関する調
査整理業務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

9,266,400 7月21日

①地方公共団体における子
育て配慮住宅の基準等に関
する調査整理②子育て配慮
住宅の基準等に係る事業者
ニーズに関する調査整理③
子育て配慮住宅に係る消費
者ニーズに関する調査整理
④子育て配慮住宅の整備水
準の考え方に関する整理

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅
計画研究室
tel : 029-864-4062
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118
道路管理に係る雪対策
評価のための社会経済
調査業務

JV:計量計画研究所・道
路計画設計共同体

随意契約（企画
競争）

7,884,000 7月21日

道路管理に係る雪対策につ
いて法令等の見直し状況の
整理、雪対策見直しによる有
効性及び課題の整理、大雪
災害事例に有効な雪対策の
整理提案、雪対策見直しに
よる経済効果の試算を行う。

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

119

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第４３
条（電車線の絶縁区分）
等に関する調査検討

（一社）日本鉄道電気
技術協会

一般競争入札 5,896,800 7月21日

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

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

120
水環境に係る技術開発
体系化等検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

19,969,200 7月22日
水環境に係る技術開発体系
化等検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

121
適切な雨天時水質管理
の推進に係る検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

14,914,800 7月22日
適切な雨天時水質管理の推
進に係る検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

122

平成２８年度　コンクリー
ト工の効率化および全
体最適の導入に向けた
検討業務

（一財）先端建設技術セ
ンター

随意契約（企画
競争）

11,880,000 7月22日

プレキャスト工法をはじめとす
る現場施工の効率化に資す
る技術の持つ特徴を踏まえて
現状では考慮されにくい項目
や条件等が適切に考慮され
る選定手法を検討するととも
に、コンクリート工において全
体最適の考え方を導入する
にあたって必要となるサプラ
イチェーンマネジメント等の導
入や品質規定の見直し等の
検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)
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123

平成２８年度　建設現
場の生産性の向上にお
ける各種課題に関する
調査業務

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争）

11,880,000 7月22日

建設現場の抜本的な生産性
向上を図る取組であるi-
Constructionにおいて、トップ
ランナー施策と位置づけた
「ICTの全面的な活用（ICT土
工）」等の施策の普及促進を
図るため、その推進に必要な
仕組み等確立に向けた情報
収集、整理、分析及び課題
抽出、対応方策の提案など
を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22384)

124
新興国建築基準の分
析・課題抽出に関する
調査

（一社）建築・住宅国際
機構

随意契約（企画
競争）

9,906,840 7月22日

我が国企業が海外展開しや
すい環境を整備するため、新
興国の建築基準について分
析を行うとともに、課題抽出を
進める。

住宅局建築指導課
国際係
内線39-545

125

都市の防災・減災に資
する公園緑地の計画設
計・管理運営手法に関
する調査業務

（一財）公園財団
随意契約（企画
競争）

8,748,000 7月22日

南海トラフ巨大地震や首都直
下地震等への備えの一つとし
て、避難地、復旧活動拠点、
延焼遮断帯等の防災機能を
有する公園緑地の計画設
計・管理運営手法について、
調査を行うもの

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

126
在来野草の緑化利用に
関する調査･資料作成
業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,981,200 7月22日

在来野草の播き出し試験の
モニタリング及び発芽試験を
行って生育特性等を把握す
るとともに、在来野草の種子
採取や生産方法に関する知
見をまとめた資料を作成する
もの

国土技術政策総合研
究所
社会資本マネジメント研
究センター緑化生態研
究室
tel : 029-864-2742
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127
街路樹の安全性に配慮
した緑化方法に関する
調査業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

7,938,000 7月22日

街路樹の倒伏・落枝の発生
を減少させるための緑化方法
として、道路緑化事例や点検
事例等を調査した上で、設
計・施工・維持管理の各段階
における適切な緑化技術と
配慮事項について整理するも
の

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

128
官民連携事業の実施状
況に関する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

4,989,600 7月22日

関係者が輻輳する大規模事
業、災害復興事業、海外の
事業等、高度なリスク管理が
要求される事業を対象に、リ
スク管理、実施体制等の状
況について整理を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本マネジメント研究室
tel : 029-864-4239

129
将来の上下水道を考え
る会開催補助業務

（株）日水コン
随意契約（少額
随契）

961,200 7月22日
将来の上下水道を考える会
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

130

陥没の兆候の検知を目
的とした空洞探査の精
度と日進量の向上に関
する実証研究

三菱電機(株)・名古屋
市・相模原市 共同研究
体

随意契約（公募） 39,992,400 7月25日

MMS搭載車輌に牽引型地下
空洞探査を連結し、地下空
洞の有無と路面変状の計測
を行う技術を用いて、実
フィールドにおいて検証及び
模型実験・シミュレーションに
よる下水道管不具合と陥没
兆候の因果関係の解明を行
い、下水道管路管理への適
用可能性、普及可能性、経
済性を確認するものである。

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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131
車両牽引型深層空洞
探査装置の実用化に向
けた技術実証研究

川崎地質(株)・日本下
水道事業団・船橋市共
同研究体

随意契約（公募） 39,970,800 7月25日

深層対応型の地下空洞探査
技術技術を用いて、実フィー
ルドにおいて検証及び模型実
験・シミュレーションによる下
水道管不具合と陥没兆候の
因果関係の解明を行い、提
案技術の下水道管路管理へ
の適用可能性、普及可能
性、経済性を確認するもので
ある。

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

132
三次元陥没予兆診断
技術に関する実証研究

(株)環境総合テクノス･
(株)日水コン･(学)関西
大学･豊中市上下水道
局共同研究体

随意契約（公募） 39,808,800 7月25日

地下空洞探査とMMSによる
地下空洞と路面変状の同一
車両・同時計測による陥没予
兆発見技術を用いて、実
フィールドにおいて検証及び
模型実験・シミュレーションに
よる下水道管不具合と陥没
兆候の因果関係の解明を行
い、提案技術の下水道管路
管理への適用可能性、普及
可能性、経済性を確認するも
のである。

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

133
平成28年度　道路の地
震災害における効果的
な対策検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

19,548,000 7月25日

地震災害に備えた耐震対策
や道路啓開計画等につい
て、データの整理・分析、検
討を行う。耐震対策について
は、耐震補強対策の進捗状
況や道路啓開計画の整理・
分析、長周期地震動に関す
る検討を行う。

道路局国道・防災課道
路防災対策室防災対
策係
tel：03-5253-8489
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134
平成28年度　道路の豪
雨災害における効果的
な対策検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

18,630,000 7月25日

近年の豪雨災害等による自
然災害発生状況を踏まえた
対策等について検討する。道
路の防災対策に関する検討
として、事前通行規制に関す
る検討を行うとともに道路法
面・斜面の管理について、衛
星データの活用等の新技術
の活用も含めた検討を行う。

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

135

「訪日外国人旅行者受
入環境整備緊急対策
事業」決済環境調査事
業

（株）道銀地域総合研
究所

随意契約（企画
競争）

14,999,735 7月25日

外国人観光客が滞在する地
域及び海外クルーズ客船が
入港する港湾における決済
環境整備に向けた調査事業

北海道運輸局観光部
観光企画課
℡：011-290-2700

136

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

（国）東北大学 随意契約（公募） 14,990,400 7月25日

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

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

137
不動産ストックビジネス
の発展・拡大に関する
調査検討業務

（株）価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

14,990,400 7月25日

志ある資金等を活用して空き
家・空き店舗等の不動産ス
トックを再生し、新たなサービ
ス・付加価値を提供する「不
動産ストックビジネス」の発
展・拡大のため、①地域の不
動産関連事業者等を対象と
したセミナーの開催、②志あ
る資金等を活用した空き家・
空き店舗等の再生事業に係
る課題整理・事業方法の調
査、③空き家・空き店舗等の
再生事業に携わる事業者の
ニーズを把握するためのアン
ケート調査の実施等を行う。

土地・建設産業局不動
産市場整備課不動産
投資市場整備室不動
産投資係
内線：25-154
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138

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） 14,512,500 7月25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)

139
平成２８年度　インド都
市開発案件検討業務

株式会社野村総合研
究所

随意契約（企画
競争）

10,606,960 7月25日

インドにおいて計画されている
１００のスマートシティ建設計
画について、全体計画概要
及びスケジュール等の基礎
情報の収集・整理、並びに第
一次整備を予定している２０
都市及びヴァラナシ市につい
て現地調査を実施し各都市
のインフラの整備状況や今後
の整備計画等を整理し、ス
マートシティ計画への本邦企
業の参画が見込まれるプロ
ジェクトの検討を行う。

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

140

平成28年度　道路土工
構造物データベースを
活用した効率的な道路
管理に関する検討業務

平成28年度　道路土工
構造物データベースを
活用した効率的な道路
管理に関する検討業務
土木研究センター・日本
みち研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

10,584,000 7月25日

データに基づく法面・道路土
工構造物等の管理を行うた
め、既存の法面・道路土工構
造物の点検状況や被災履歴
等のデータを整理するととも
に、データベースを用いた効
率的な道路管理について検
討する。

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

141
平成28年度　冬期道路
管理の効率化に関する
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）

8,532,000 7月25日

降雪パターンや除雪オペレー
ション等の状況について整
理・分析するとともに、立ち往
生発生時における情報提供
の状況と効果について整理・
分析する。

道路局国道・防災課道
路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489
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142

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第９０
条（施設及び車両の定
期検査）等に関する調
査検討

（一社）日本鉄道車両
機械技術協会

一般競争入札 4,901,763 7月25日

ハイブリッド車両などの技術開
発が進められていること等を
踏まえ、鉄道の安全・安定輸
送を目的として、現状の技術
基準等について調査検討を
行うもの。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

143

建設業における女性活
躍を推進する地域の取
組及び安全啓発も含め
た広報・支援業務

（株）よしもとクリエイティ
ブ･エージェンシー

随意契約（企画
競争）

40,392,000 7月26日

本事業では、地域における建
設企業などが行う女性の活
躍に資する顕著な活動を全
国に展開するなど、その必要
性を普及することで、建設業
における女性の活躍を全国に
根付かせること、また、他産
業連携も含めた女性の現場
環境改善を応援する取組を
広報・支援する。

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

144

平成２８年度　公共工
事における発注関係事
務の改善に関する方策
検討業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

21,038,400 7月27日

公共工事の入札契約におい
て企業の技術力・施工力を
適切に評価するための基礎
資料の作成及び、公共工事
の発注関係事務の改善方策
について検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22337)

145
平成２８年度　土木工
事積算に関する検討業
務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

19,872,000 7月27日

インフラの品質確保とその担
い手の中長期的な育成・確
保を目的に品確法が改正さ
れ、予定価格の適正な設
定、女性も働きやすい現場環
境の整備、施工時期の平準
化、発注者間の連携等、運
用指針に位置づけられたこと
から、具体的取組に向けた検
討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22355)
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146

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（移動ＷＩＦＩシステム実
証調査事業）

（株）JTB北海道札幌法
人事業部

随意契約（企画
競争）

16,996,716 7月27日

訪日外国人旅行者のレンタ
カー利用者に対し、モバイル
Wi-Fi機器を貸し出すととも
に、レンタカー利用者の動態
調査等を行う実証調査

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

147
北海道港湾における北
海道産品の輸出貨物調
査検討業務

（一社）寒地港湾技術
研究センター

随意契約（公募） 15,660,000 7月28日

今後、増加が見込まれる北
海道産品の輸出貨物につい
て調査し、輸出貨物の拡大に
向けて必要な方策及び体制
を検討

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

148

平成２８年度　３次元モ
デルを活用した建設生
産システムの効率化に
関する調査検討業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

14,860,800 7月28日

土木事業において３次元モデ
ルを活用することにより、計
画・調査・設計から施工、維
持管理までの一連の建設生
産システムを効率化・高度化
することを目的として、CIMの
導入による新たな建設生産
システムの構築について検討
する。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22336)

149

平成２８年度　所有者の
所在の把握が難しい土
地の利活用に関する検
討調査

（公財）日本生態系協
会

随意契約（企画
競争）

12,992,400 7月28日

検討会の最終とりまとめで提
示した対策の試行や効果の
検証、ガイドラインの改訂など
のフォローアップを行うととも
に、相続登記等の促進に関
する普及啓発を行う。

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

150
火山噴火時の土砂災害
緊急情報等の高度化検
討業務

（一財）砂防・地すべり
技術センター

随意契約（企画
競争）

7,074,000 7月28日
火山噴火時の土砂災害緊急
情報等の高度化検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

151
深層崩壊に起因する土
砂災害対策計画策定
手法検討業務

（一財）砂防・地すべり
技術センター

随意契約（企画
競争）

6,156,000 7月28日
深層崩壊に起因する土砂災
害対策計画策定手法検討を
行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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152
北極海航路における船
舶の航行実態調査検討
業務

（一財）みなと総合研究
財団

随意契約（公募） 2,764,800 7月28日

衛星AISデータを解析し、北
極海及び北海道近海を航行
する船舶の航行実態を調査
及び分析

北海道開発局港湾空
港部港湾計画課調査
係
tel：011-709-2311
(内5567)

153

センサー連続監視とクラ
ウドサーバ集約による劣
化診断技術および設備
点検技術の実証研究

水ｉｎｇ株式会社・仙台市
共同研究体

随意契約（公募） 39,259,725 7月29日

振動等センサーにより稼働状
態の常時遠隔監視を行い、
連続的に取得される設備稼
働情報と、日常の点検作業
により蓄積される点検情報を
クラウドサーバに収集・データ
化し、設備稼働情報に係る
データと統合のうえ、劣化診
断を行う技術を実証する。

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

154 高性能鋳鉄床版の開発 （国）九州工業大学 随意契約（公募） 22,982,400 7月29日

本委託研究は、床版に適す
る高性能鋳鉄の一体成形性
と自由形状性を活かした応
力集中緩和と溶接レスの実
現により、疲労性能の高い安
価な床版を開発するものであ
る。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部橋梁研究室
tel : 029-864-4919
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155
平成２８年度　ミャン
マー国インフラプロジェク
ト推進業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

19,753,000 7月29日

ミャンマー国におけるインフラ
整備（道路、都市開発、都市
交通等。以下同じ。）につい
て、ミャンマー国政府要人の
日本招聘、先方政府との意
見交換（セミナー、ワーキング
グループの開催）等を通じて
先方ニーズを把握し、本邦企
業の参入可能性のあるインフ
ラプロジェクトを抽出し情報整
理する。とくに、ヤンゴン等で
問題視される交通渋滞・交
通安全については、現状・課
題等の情報を整理・分析した
上で、課題解決にむけたアク
ション・プランを作成するもの
である。

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二係
tel:03-5253-8315

156
ＶＪ「『FUJISAN +
GREATER TOKYO』FIT
誘致強化事業」

（株）JTB関東法人営業
甲府支店

随意契約（企画競
争） 10,645,000 7月29日

現地メディア招請、現地出展
及びセールス、ＯＴＡ／ＳＮＳ
等のウェブ情報対策を主要
事業とする総合的アプローチ
にて、富士箱根伊豆エリア及
び大東京圏への米国市場か
らの個人旅行客誘致事業を
実施する。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

157

平成２８年度　市町村の
総合的な土地利用に関
する計画の策定に係る
調査

（株）都市環境研究所
随意契約（企画
競争）

10,206,000 7月29日

地域のポテンシャルを活用し
た地域作りを推進するため、
市町村の総合的な土地利用
計画に関する動向等を調査
し、計画のあり方について具
体的な検討を行った上で、課
題となる事項の分析やその
解決方法等についての検討
を行う。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29ｰ334）
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158
平成２８年度　鉄道電
力設備の国際規格等に
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）

6,944,400 7月29日

鉄道電力設備の国際規格化
が進む中、日本の鉄道技術
の国際標準化を積極的に推
進するための基礎資料を作
成するため、国際規格の発
効・審議状況等について調査
研究を行ったもの。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

159

H28年度「鉄道の土木
基準に関する検証とそ
の対応の方向性に係る
調査検討」

（一社）日本鉄道施設
協会

一般競争入札 4,998,043 7月29日

近年、車両扉位置の相違や
コスト低減等の課題に対応可
能な新たなタイプのホーム柵
が技術開発されており、鉄道
事業者においても導入が検
討されていることを踏まえ、現
行の技術基準等との整合性
について調査検討を行った。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

160

蓄積車両軌跡データの
効率的活用のための階
層型データベースの構
築

（国）神戸大学 随意契約（公募） 25,930,800 8月1日

今後データ量が膨大化する
車両軌跡データを適切に蓄
積し、データを活用していくた
めに、ETC2.0車両軌跡デー
タの品質の定量的評価に関
する研究、車両軌跡データの
集計操作方法論の研究、集
計操作方法論を用いた階層
型データベースの構築および
ケーススタディによる検証を
行うものである。

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

161
平成２８年度公共建築
工事積算に関する調査
検討業務

（一財）建築コスト管理シ
ステム研究所

随意契約（企画
競争）

20,412,000 8月1日

公共建築工事積算に関し、
共通仮設費及び現場管理費
の実態を分析・検討し、公共
建築工事共通費積算基準の
妥当性の検証等を行った。

官庁営繕部計画課営
繕積算企画調整室積
算企画調査係
tel：03-5253-8111
（内線　23-245）
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162
環状高速道路の交通状
態可視化に関する調査
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）

19,990,800 8月1日

プロトタイプによるケーススタ
ディの実施、プロトタイプによる
算出結果の可視化及びWeb
閲覧環境の構築等を行うも
のである。

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

163

平成２８年度　日露都
市環境協力推進のため
のロシア地方中核都市
における課題検討調査

野村総合研究所・日建
設計総合研究所　平成
２８年度　日露都市環
境協力推進調査共同
提案体

随意契約（企画
競争）

15,984,000 8月1日

本調査では、具体の地方中
核都市を対象として、我が国
の先進的な技術や知見を提
供した協力事業の推進を目
指して、地方政府との対話を
行うとともに、現地調査を通じ
て協力ニーズを把握、協力の
可能性を検討し、特定都市
における協力に向けたマス
タープランを作成するととも
に、具体の構想・案件を整理
する。

総合政策局国際政策
課
グローバル戦略
tel:03-5253-8316

164
衛星画像を活用した海
岸モニタリングに関する
技術開発

（国）東京大学 随意契約（公募） 13,910,400 8月1日

広域的・長期的・高頻度に状
況把握するため、「安価」で
「簡便」に海岸線をモニタリン
グする手法として、衛星画像
を用いたモニタリング手法に
ついて技術開発を行った。

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

165
木造建物の移転料算定
に係る統計数量表の検
討業務

（一財）経済調査会
随意契約（企画
競争）

7,948,800 8月1日

本業務は、建物移転料算定
要領（平成28年3月11日国
土用第76号）別添一木造建
物調査積算要領等における
統計数量の算出方法及び統
計数量が現状において妥当
であるかの検討を行い、必要
に応じて見直しを行うことによ
り、建物移転補償の適正を確
保しようとするものである。

土地・建設産業局総務
課公共用地室用地計
画係長
内線30-145
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166
都市における外来生物
等による健康生活被害
に関する調査業務

（株）プレック研究所
随意契約（企画
競争）

7,938,000 8月1日

健康生活被害を与えている
外来種等の生態学的情報を
収集し、現状の被害情報や
対策を整理することで、都市
における公園管理者等が被
害に対応し、被害発生を防
止・抑制するための技術資料
を作成するもの

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

167
鉄道における運転士へ
の通告方法に関する調
査研究

（一社）日本鉄道運転
協会

一般競争入札 2,839,827 8月1日

鉄道における運転規制に関
する技術基準について、現状
の具体的な取扱いを把握し、
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
作成するための調査研究。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

168
産学連携による観光産
業の経営人材育成・強
化事業

（株）日本経済新聞社
随意契約（企画
競争）

111,866,400 8月2日

観光の経営を担う人材を育
成・強化するための教育プロ
グラムの構築、展開に向けた
検証

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-308)

169
下水処理水の再生処理
システムに関する実証
研究

(株)西原環境・(株)東京
設計事務所・京都大
学・糸満市共同研究体

随意契約（公募） 42,519,600 8月2日

ろ過膜と紫外線消毒の組み
合わせによる下水処理水の
再生処理技術について、実
規模施設における季節別の
運転データを取得し、その処
理性能、運転コスト、二酸化
炭素排出量等について実証
する。

国土技術政策総合研
究所
下水道研究部下水処
理研究室
tel：029-864-3933
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170
下水処理水とマグネシウ
ムを利用した水素発電
技術に関する研究

清水建設（株）・（株）パ
ワーユナイテッド・積水
化学工業（株）・大阪狭
山市・軽井沢町・小林
市共同研究体

随意契約（公募） 29,700,000 8月2日

下水処理水と金属マグネシウ
ムを用いて水蒸気金属反応
方式にて水素を発生させる
技術について、生成する水素
や酸化マグネシウムなどの
データ分析、及び生成物の
貯蔵や保管方法、生成した
水素が燃料電池システムの
運転に与える影響の有無等
について検討を行うことによ
り、事業採算性や費用対効
果を含む普及可能性等につ
いて実証する。

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

171
ＩＴＳ技術の国際標準に
関する調査業務

（一財）道路新産業開
発機構

随意契約（企画
競争）

24,948,000 8月2日

ETC2.0サービスの国際標準
規格制定に向けた情報整
理、国際標準規格案の作成
支援等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室

172

国内における訪日外国
人旅行者の受入環境整
備に関する現状調査・
分析業務

ＰｗＣコンサルティング
（同）

随意契約（企画
競争）

24,927,264 8月2日

訪日外国人旅行者を対象
に、空港・港湾等において、
旅行中困ったこと、受入環境
へのニーズ・満足度などを調
査し、その調査結果をとりまと
めた報告書。

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

173

平成２８年度建築保全
業務共通仕様書等の改
定に関する調査検討業
務

（一財）建築保全セン
ター

随意契約（企画
競争）

20,260,800 8月2日

建築保全業務共通仕様書及
び建築保全業務積算基準・
積算要領について、改定のた
めに必要な情報の調査・収
集、整理及び検討を行い、改
定に係る基礎資料の作成を
行った。

官庁営繕部計画課保
全指導室保全企画係
tel：03-5253-8111
（内線　23-317）
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174
質の高い道路空間のデ
ザイン及びマネジメント
手法に関する調査業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

随意契約（企画
競争）

8,964,000 8月2日

質の高い道路空間のデザイ
ン及びマネジメント手法につい
て、国内外の事例を収集し、
参照すべきポイントとその全
国展開に向けた留意点を整
理するとともに、道路を核とし
た地域づくりを実践する上で
の配慮事項について、情報の
整理と学識経験者への意見
聴収を行うもの

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

175
伝統技術と地域資源を
活かしたまちづくりの効
果に関する調査業務

（株）東京建設コンサル
タント

随意契約（企画
競争）

7,992,000 8月2日

歴史的風致を構成する建築
外構等に適用される伝統工
法について、人的、物的資源
に関する情報と保全・活用を
通じた地域づくりの事例を収
集・整理するとともに、歴史的
風致維持向上計画の進行管
理・評価制度を改定する上で
の配慮事項を整理するもの

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

176

官庁施設における省エ
ネ・創エネ技術の活用
の高度化に関する調
査・検討業務

(株)森村設計
随意契約（企画
競争）

18,360,000 8月3日

最先端の省エネ・創エネ技術
の官庁施設への活用を検討
し、施設整備に係る技術的
事項をとりまとめ、官庁施設
のZEB化に向けたエネルギー
利用の更なる効率化につい
てとりまとめた。

官庁営繕部設備・環境
課営繕環境対策室再
生可能エネルギー技術
係
tel：03-5253-8111
（内線　23-844）

177

リアルタイム浸水予測情
報を活用した浸水対策
の高度化に関する検討
業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

8,488,800 8月3日

浸水予測情報による浸水対
策の迅速化・効率化等につい
て社会実験を行うことにより
評価し、社会実装に向けた課
題の整理等を行う。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966
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178
ヨーロッパ及びアジア諸
国の住宅保証・保険制
度等調査業務

（株）ニッセイ基礎研究
所

随意契約（企画
競争）

8,337,600 8月3日

特定住宅瑕疵担保責任の履
行の確保等に関する法律（平
成19年法律第66号）の住宅
瑕疵担保責任保険の引受け
を行う住宅瑕疵担保責任保
険法人（以下「保険法人」と
いう。）の指導監督等に資す
る観点から、ヨーロッパ及びア
ジア諸国における住宅の保
証・保険制度に係る住宅検
査及び事故情報の活用等に
係る情報の収集・整理並びに
日本の制度との比較を行う。

住宅局住宅生産課
住宅瑕疵担保対策室
保険係
内線39-444

179
木造計画・設計基準調
査検討資料作成業務

(株)ファインコラボレート
研究所

随意契約（企画
競争）

7,884,000 8月3日

木造計画・設計基準につい
て、新技術や関係法令等の
改定内容に関する調査、整
理及び検討を行うとともに、
検討結果をもとに、木造計
画・設計基準に反映する事
項を資料としてとりまとめた。

官庁営繕部整備課木
材利用推進室木造調
査係
tel：03-5253-8111
（内線　23-475）

180
空き家発生・分布メカニ
ズムの解明に関する調
査業務

（株）ゼンリン
随意契約（企画
競争）

6,912,000 8月3日

人口減少等の影響により、今
後、空き家が更に増加するこ
とが想定される中、個別外観
目視によることなく、住民基
本台帳や水道等の公的デー
タから、空き家の分布状況を
迅速かつ簡易に把握する手
法を検討。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816
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181

バイオガス中のCO2分
離・回収と微細藻類培
養への利用技術実証研
究

(株)東芝・(株)ユーグレ
ナ・日環特殊(株)・(株)
日水コン・日本下水道
事業団・佐賀市共同研
究体

随意契約（公募） 39,949,200 8月4日

バイオガスからCO2を分離・
回収・活用する革新的技術
について、昨年度設置した実
証施設を用いて、バイオガス
からCO2を回収するPSA方式
（吸着塔）のCO2分離･回収
技術を実証する。また、分離
回収されたCO2及び脱水脱
離液に含まれる窒素･リンを
利用した微細藻類培養施設
における有用藻類培養等の
CO2活用技術を実証する。

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

182
民間建築物におけるア
スベスト実態調査の環
境整備に関する調査

JFEテクノリサーチ（株）
随意契約（企画
競争）

16,200,000 8月4日

民間建築物の石綿対策の促
進及びアスベスト実態調査を
行うに当たっての環境整備を
着実に実施していくために必
要な検討を行う。

住宅局建築指導課
防火係
内線39-546

183
設計波を超える波浪に
対して粘り強い海岸堤
防に関する実験業務

JV:土木研究センター・
日本ミクニヤ設計共同
体

随意契約（企画
競争）

8,964,000 8月4日

設計波を越える波浪に対して
海岸堤防の損傷を軽減する
構造を検討するため、水理模
型実験を行った。

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

184
北海道における都市再
生を考えたまちづくり方
策検討業務

（株）ドーコン 随意契約（公募） 5,983,200 8月4日

北海道地域の少子高齢化に
対応したまちづくり方策を検
討するため、立地適正化計
画作成の手引き（案）やその
他ハンドブックを基本に北海
道特有の課題に考慮したガイ
ドライン案を作成するものであ
る。

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



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

185

平成２８年度　日本・トル
コの連携による第三国に
おける事業展開を目的
としたインフラ会議の企
画・開催業務

（一社）海外建設協会
随意契約（企画
競争）

4,899,900 8月4日

トルコ共和国経済省と建設協
会を訪問し、日本・トルコの連
携した事業展開の可能性や
両国共同におけ第三国での
事業展開の促進について意
見交換を行う。

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

186

平成２８年度　不動産
業の海外展開の促進を
目的とした広報資料作
成業務

（株）ＵＲリンケージ
随意契約（企画
競争）

3,996,000 8月4日

我が国不動産業の強み・国
内外における開発実績等を
海外政府・企業等にＰＲし、
我が国不動産業を売り込むこ
とのできる英語による広報資
料（パンフレット）を作成。

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

187
交通渋滞等が深刻化す
る開発途上国の効果的
支援に向けた調査業務

PwCアドバイザリー（同）
随意契約（企画
競争）

28,995,040 8月5日

我が国が各発展段階におい
て経験し、課題の解決に向け
て行ってきた取組を改めて検
証し、開発途上国の発展段
階等に応じて、効果的と考え
られるハード、ソフト面での取
組みをパッケージにし、交通
渋滞等の課題に対するソ
リューションとして提案していく
ための多様な施策メニューを
網羅的に抽出・整理するとと
もに、我が国が有する豊富な
経験やソリューション型の支
援策のメニュー等について、
具体的な提案や対外発信し
ていく上で効果的な手法の検
証、その際の資料の作成等
を行う。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8319
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188

平成２８年度雪処理の
担い手の確保・育成の
ための克雪体制支援調
査業務

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

22,680,000 8月5日

高齢化が進む豪雪地帯にお
ける雪処理の担い手の確保・
育成を通じて、共助等による
効率的・効果的な地域除排
雪体制の整備等を推進する
ため、先導的で実効性のある
地域の実情に即した新たな
地域除排雪体制整備の取組
等について調査する。

国土政策局
地方振興課 豪雪地帯
担当
tel：03-5253-8404

189
平成２８年度都市用水
使用水量の動向等に関
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）

21,924,000 8月5日

平成２８年度都市用水使用
水量の動向等に関する調査
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）

190
阪神港機能強化検討
業務

中央復建・みなと総研
設計共同体

随意契約（公募） 19,872,000 8月5日

本業務では、阪神港において
今後の日本製品の輸出拡大
にむけた物流機能強化を進
めることで、阪神港を輸出品
の西日本ハブとしての機能を
担うことができるよう、港湾の
中長期政策（PORT2030プロ
グラム）を見据えて阪神港の
長期的な展望を検討する。

近畿地方整備局総務
部経理調達課
tel:078-391-7576

191

既存住宅のリフォーム市
場の実態把握と活性化
方策検討に関する調査
業務

（一財）法人日本総合
研究所

随意契約（企画
競争）

17,917,200 8月5日

既存住宅のリフォームについ
て消費者及び事業者の両面
から市場現況の調査を行うこ
とや買取再販市場の実態に
ついて調査を行うことにより、
既存住宅・リフォーム市場の
実態を把握するとともに、市
場活性化方策の立案に資す
ることを目的とする。

住宅局住宅生産課
住宅瑕疵担保対策室
指導係
内線39-446
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192

高齢者、子育て世帯、
障害者等の居住の安定
確保に向けた居住支援
サービスのあり方等に関
する調査・検討業務

（株）工業市場研究所
随意契約（企画
競争）

11,966,400 8月5日

高齢者、子育て世帯、障害
者を取り巻く居住支援サービ
スの事例・課題を調査・分析
し、多様な世帯が安心して暮
らせる居住支援サービスのあ
り方とその推進方策を検討す
る。

住宅局安心居住推進
課
家賃債務保証係
内線39-864

193
平成２８年度半島巡りを
活用した地域活性化方
策検討調査

（株）ＪＴＢ総合研究所
随意契約（企画
競争）

7,493,040 8月5日

半島地域の地域資源や公共
交通機関を活用して、国内
外の観光客等を対象とした、
半島を周遊するルートや企画
切符を開発している事例を把
握・整理するとともに、先進事
例の詳細分析や地元関係者
を招いたワークショップの開催
を通じて、半島巡りを活用し
た地域活性化方策について
検討を行う。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

194
平成２８年土地保有移
動調査業務

（株）ケーデーシー 一般競争入札 5,994,000 8月5日

本業務では、平成27年１月１
日から同年12月31日までの
１年間に全国で行われた土
地取引の実態を明らかにし、
今後の土地政策の重要な基
礎資料とすることを目的とす
る。

土地・建設産業局企画
課指導係
03-5253-8111(30-
242)

195
高速道路料金施策の効
果・影響関連データの
整理・分析業務

高速道路料金施策の効
果・影響関連データの
整理・分析業務日本能
率協会総合研究所・三
菱総合研究所・三菱ＵＦ
Ｊリサーチ＆コンサル
ティング共同提案体

随意契約（企画
競争）

34,981,200 8月8日

高速道路の料金施策による
効果・影響を検証するために
必要な関連データを整理・分
析する。

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490
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196
高速道路料金施策の効
果検証業務

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

随意契約（企画
競争）

29,948,400 8月8日
高速道路の料金施策につい
て、その効果を総合的に検証
する。

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

197
高速道路に関する交通
関連データの整理・分
析業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

19,990,800 8月8日

高速道路の料金施策につい
て、交通状況の観点から、そ
の効果を分析するために必
要なデータを整理し、影響を
分析する。

道路局高速道路課事
業企画係
tel：03-5253-8490

198
貸切バスにおける路上
混雑緩和実証事業（①
舟運による緩和策）

（株）ライテック
随意契約（企画
競争）

13,975,200 8月8日

浅草地区の駐車場及び乗降
場所不足による貸切バスの
路上駐車解消と乗降場所の
混雑緩和を図るため、舟運を
活用し浅草から臨海部等（駐
車場を確保できる場所）へ観
光客を誘導し、貸切バスを臨
海部等の駐車場へ待機させ
ることにより浅草地区の路上
混雑緩和に資する実証実験
を実施し、効果検証を行い、
解決策の検討を行うととも
に、具体的な普及を行うこと
を目的とする。また、解決策
を同様の問題を抱える他地
域へ展開する。

関東運輸局観光企画
課　045－211－1255
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199
道路分野における多様
なPPP/PFI手法の調査・
検討

PwCアドバイザリー合同
会社

随意契約（企画
競争）

12,398,400 8月8日

道路分野においては、すでに
これまでPFI事業や包括管理
委託、道路占用制度の弾力
化（道路空間のオープン化）
等の多様なPPP/PFI手法が
導入されている。今後、これ
らの取組をより多くの道路管
理者に普及することを目的
に、国内外の道路に関する官
民連携事業の事例収集等を
行う。

道路局総務課道路政
策企画室企画係
tel：03-5253-8476

200

首都圏の新たな高速道
路料金導入後における
利用状況等の調査検討
業務

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,936,000 8月8日

平成28年度からの首都圏の
新たな高速道路料金導入後
における利用状況等に関する
調査検討を行う。

道路局高速道路課都
市高速道路係
tel：03-5253-8490

201

住宅扶助に係る代理納
付制度の活用等による
生活保護受給者等の民
間賃貸住宅への円滑な
入居を促進するための
調査検討業務

（株）社会空間研究所
随意契約（企画
競争）

9,900,000 8月8日

自治体等における住宅扶助
費の代理納付制度を活用し
た民間賃貸住宅への円滑な
入居の促進や、災害時にお
ける被災者のための民間賃
貸住宅を活用した住まいの
確保等に関する自治体等の
取組状況や課題の整理・検
討を行う。

住宅局住宅総合整備
課
賃貸住宅対策室
賃貸市場整備係
内線39-365
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202

公共交通の利用者の増
加を図るための効果的
なモビリティ・マネジメント
手法の確立に向けた検
討業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ中国支店

随意契約（企画
競争）

6,998,400 8月8日

公共交通について、地域での
需要の掘り起こしや、通勤・
通学など日常生活をマイカー
に依存している住民の意識変
容の実現に向けた手法につ
いて、管内の各地域属性毎
に検討・実施・検証を行うとと
もに、今後の利用促進施策
への活用と、より効果的なモ
ビリティ・マネジメントのあり方
を整理

中国運輸局
交通政策部交通企画
課
tel：082-228-3495

203
個体ばら積み貨物の安
全輸送に関する調査研
究

（国研）海上・港湾・航
空技術研究所

一般競争入札 3,477,847 8月8日

第3回貨物運送小委員会及
び第26回貨物運送小委員
会編集・技術グループ（ともに
H28.9開催）における固体ば
ら積み貨物に係る審議への
対処方針を検討し、その結果
を取りまとめたもの

海事局検査測度課危
険物輸送対策室
tel:03-5253-8639

204
ばら積み液化水素運搬
船の安全要件に関する
調査研究

（国研）海上・港湾・航
空技術研究所

一般競争入札 3,476,434 8月8日

第3回貨物運送小委員会
（H28.9開催）における液化水
素運搬船の安全基準に係る
審議への対処方針を検討
し、その結果を取りまとめたも
の

海事局検査測度課危
険物輸送対策室
tel:03-5253-8639
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205
平成２８年熊本地震か
らの市街地復興方策検
討調査業務

オオバ・アジア航測・ＵＲ
リンケージ共同提案体

随意契約（企画
競争）

91,778,400 8月9日

市街地が被災した市町村で
は、市街地直下の断層の活
動が指摘されており、今後も
活断層等を要因とした同様の
被害が想定されるため、被害
要因を踏まえ、災害に強いま
ちづくり計画の策定が求めら
れている。計画の策定には、
今般の被害状況及び断層等
の被害拡大要因を適切に把
握・分析し、その要因を考慮
した適切な公共施設等の配
置を行う等、まちづくり全体で
災害を未然に防ぐ対策を検
討することが必要である。この
ため本業務では、熊本地震
により大きな被災を受けた市
街地における市街地復興方
策を検討し、その結果をガイ
ダンスとして取りまとめた。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

206

平成２８年熊本地震か
らの市街地の復旧に向
けた安全対策等検討業
務

平成28年熊本地震から
の市街地の復旧にむけ
た安全対策等検討調査
業務日本工営・玉野総
合コンサルタント共同提
案体

随意契約（企画
競争）

84,294,000 8月9日

断層や側方流動等により大き
な被災を受けた市街地にお
いて地質調査を実施し、被害
拡大要因の把握、益城町を
事例とした断層や側方流動
等に対する安全対策の検
討、安全性の評価方法や判
断基準の取りまとめを行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

207
平成２８年度渇水対策
の検討を支援するガイド
ライン等検討業務

国土技術研究センター・
パシフィックコンサルタン
ツ共同提案体

随意契約（企画
競争）

12,549,600 8月9日
平成２８年度渇水対策の検
討を支援するガイドライン等の
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
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208

平成28年度　海外の国
際不動産見本市におけ
る都市の情報発信手法
に関する企画提案およ
び運営遂行業務

森ビル（株）
随意契約（企画
競争）

9,990,000 8月9日

日本の各都市の国際競争力
の強化につなげることを目指
して、2017年3月に開催され
る「MIPIM 2017」の場におい
て、シティセールスを企画・検
討し、その効果を実証。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

209
近畿圏等における高速
道路の料金体系に関す
る調査検討業務

近畿圏等における高速
道路の料金体系に関す
る調査検討業務　地域
未来研究所・計量計画
研究所共同提案体

随意契約（企画
競争）

9,882,000 8月9日

国土幹線道路部会の中間答
申を踏まえ、近畿圏等の高
速道路の料金体系のあり方
に関する調査検討を行う。

道路局高速道路課都
市高速道路係
tel：03-5253-8490

210
市街地外縁部等におけ
る土地利用適正化方策
等に関する調査

市街地外縁部等におけ
る土地利用適正化方策
等に関する検討調査業
務共同提案体

随意契約（企画
競争）

7,981,200 8月9日

人口減少等の社会構造の変
化に伴い、市街地外縁部を
中心として様々な都市的課
題が生じることが考えられる。
すなわち、
・土地利用が一様ではない個
別・散発的なものへと変化し
ながら都市の低密度化が進
み、従来とは異なる様態での
低未利用地が発生することに
伴う生活環境や生活利便性
の悪化
・都心部での土地利用の困
難さ等に起因して依然として
存する郊外での開発指向と、
都市のコンパクト化の方針と
の不整合
等の課題について、新たな都
市的課題と、それに対応して
いる優良事例等の情報収
集・分析を踏まえて、対応方
策を検討した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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211

平成28年度 ベトナム及
びミャンマーへの都市開
発推進業務（招聘業
務）

平成28年度ベトナム及
びミャンマーへの都市開
発推進業務（招聘業
務）URリンケージ・日建
設計総合研究所共同
提案体

随意契約（企画
競争）

6,966,000 8月9日

2016年9月に大阪で開催さ
れたMIPIM JAPANに招聘す
るベトナム・ホーチミン市人民
委員会及びミャンマー建設省
の幹部に対し、これら両国に
おける都市開発への日本企
業の進出を促進させるため、
実際に日本の都市開発事例
の案内等を通じて、具体的か
つ効果的に日本の知見を訴
求した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

212

都市における持続可能
なエネルギー利用のあり
方検討調査（平成28年
度）

(株)建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

6,933,600 8月9日

・地域単位でエネルギー利用
の効率化を図る国内外の取
組事例を収集し、都市の特
性毎に分類してハード・ソフト
両面からの整理。
・新エネルギー・再生可能エ
ネルギーを主体としたエネル
ギーの地産地消に取り組む
国内外の事例を収集・整理
するとともに、課題を分析す
る。また、水素利用技術の導
入にあたってのまちづくり上の
課題と解決策についての分
析。
・複数の事例についてエネル
ギー需要の実態に係るデータ
を入手し、都市特性とエネル
ギー需要との関係についての
分析。
上記に関する調査報告書。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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213
平成28年度　中国にお
ける都市開発事業推進
業務

平成28年度中国におけ
る都市開発事業推進業
務URリンケージ・日建設
計総合研究所共同提
案体

随意契約（企画
競争）

6,480,000 8月9日

今後の官民一体となった案
件発掘・形成に資するため、
中国において、大都市に次ぐ
都市に関する日本企業によ
る都市開発の可能性につい
て調査。そのうち１以上の地
区を具体的に選定し、現地
調査や先方政府との意見交
換会を実施。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)

214

トラック輸送における取
引環境・労働時間改善
協議会におけるパイロッ
ト事業に係る請負契約

（株）運輸・物流研究室
随意契約（企画
競争）

5,054,400 8月9日

三重県、福井県内のトラック
運転手の労働条件、取引環
境・労働時間等諸問題につ
いて分析し、改善策実施前と
改善策実施後の効果を検
証、分析し、実施上の問題点
等の整理を行った。

中部運輸局
自動車交通部貨物課
tel:052-952-8037

215

平成２８年度 大規模災
害時における外国人避
難誘導に資する情報提
供環境整備方策検討
調査

（株）日建設計総合研
究所

随意契約（企画
競争）

4,989,600 8月9日

日本語でのコミュニケーション
が困難な外国人等に対し、
適切な情報を提供し、避難
誘導が可能となるよう、環境
整備（wi-fi、デジタルサイ
ネージ、プッシュ型通知等）を
進めていくための方策を調査
検討した。また、地方公共団
体等による外国人の避難誘
導に資する情報提供環境整
備の必要性について周知を
図るため、パンフレットをとりま
とめた。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8111
(内線:32134)
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216

宿泊施設等から外国人
旅行者を安全に避難誘
導する「避難誘導マニュ
アル」作成のための実証
事業

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画
競争）

9,990,000 8月10日

熊本地震の際に訪日外国人
が宿泊していた施設を対象と
して調査を行い、「避難誘導
マニュアル」を作成するととも
に、同マニュアルの講習会等
関係者への周知活動に際し
てアンケート調査を実施し、
今後の同マニュアルを活用し
た更なる安全対策構築方策
を検討した。

九州運輸局観光部
観光地域振興課
tel:092-472-2920

217
平成２８年度　首都機
能の移転に関する海外
事例分析調査

（一財）日本開発構想
研究所

随意契約（企画
競争）

9,396,000 8月10日

国会等の移転に関する検討
に資するため、近年進められ
てきている海外における複数
の首都機能移転の事例を調
査する。また、海外における
新たな移転の動きも含め、首
都機能を一括して移転させた
事例や、政府機能の一部を
移転させた事例など、形態の
異なる移転が行われた事例
を把握・分析するとともに、過
去に調査を行った事例のフォ
ローアップも行い、首都機能
の一括移転、分散移転の具
体的効果について把握・分析
する。

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

218
振動モード解析に基づく
橋梁の性能評価システ
ムの開発

公立大学法人大阪市
立大学

随意契約（公募） 5,807,808 8月12日

加速度と傾斜角が計測可能
なセンサにより、橋脚の振動
及び傾きを計測することによ
り、橋脚の振動比から地盤に
よる橋脚の支持剛性を把握
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)
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219

平成28年度島尻泥岩
地域における初生・準初
生地すべり地形・地質
解析業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

4,946,400 8月12日

島尻泥岩地域において過去
に発生した初生・準初生地す
べりにおける地形・地質特性
について解析及びとりまとめを
行う。

沖縄総合事務局開発
建設部河川課計画係
tel:098-861-1911

220
訪日外国人旅行者の旅
館利用に関する調査

（株）ジャパンインターナ
ショナル総合研究所

随意契約（企画
競争）

2,600,000 8月12日

中国地方の旅館における外
国人旅行者の受け入れに関
する取組の現状や、旅行会
社や訪日外国人旅行者が旅
館を選択する際の条件等を
把握し、成功している取組事
例や訪日外国人旅行者が旅
館を利用しようとする際の障
壁となる事項を調査分析

中国運輸局
観光部観光地域振興
課
tel：082-228-8703

221
石綿含有建材の含有率
分析

（株）環境管理センター
随意契約（少額
随契）

286,200 8月12日

石綿含有建材試料５体につ
いて、JIS A 1481-3により石
綿含有率を分析し、報告書
にまとめる。

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

222

取引価格等土地情報の
実査・提供等に関する
業務（平成２８年度開
始）

（一財）土地情報セン
ター

一般競争入札
（総合評価方式）

429,840,000 8月15日

不動産取引市場の透明化、
取引の円滑化・活性化等を
図るために、インターネットを
通じて、不動産取引価格情
報を公表した。

土地・建設産業局不動
産市場整備課調査係
内線：30-214

223
水素燃料電池船の安全
性確保のための調査検
討

（一財）日本船舶技術
研究協会、（国研）海
上・港湾・航空技術研
究所、ヤンマー（株）

随意契約（企画
競争）

34,894,214 8月15日

水素社会の実現に向け、水
素燃料電池船普及の下地で
ある安全基準を策定するべ
く、調査等を実施するもの。

海事局海洋・環境政策
課
tel:03-5253-8636
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224
公共投資の経済効果を
計測するマクロ経済モデ
ルの構築に関する業務

（公社）日本経済研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

5,194,800 8月15日

ストック効果・フロー効果を最
大限発揮できるようなインフ
ラ整備のための判断材料と
するために、最新の理論モデ
ルと学界の最新の研究成果
に基づき、実体経済に則し
た、社会資本整備の経済効
果を把握するためのマクロ経
済モデルを構築。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel：03-5253-8816

225

平成28年度　道路空間
の再配分等の推進に関
する調査検討業務（第1
回変更）

平成28年度　道路空間
の再配分等の推進に関
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）

▲ 324,000 8月15日

道路空間の再配分に関する
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実
施する。

道路局環境安全課道
路環境調査室計画係
tel：03-5253-8497

226

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務
（マーケティング調査事
業）

（株）JTB北海道札幌法
人事業部

随意契約（企画
競争）

6,997,536 8月16日

現地カスタマー調査、また来
道観光客へのマーケティング
調査等を行い、データ収集・
分析のうえ次年度以降の戦
略を検討する調査事業

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

227

ＥＴＣ２．０の道路施策
への効率的な活用方法
等の検討業務（第１回
変更）

ＥＴＣ２．０の道路施策
への効率的な活用方法
等の検討業務
パシフィックコンサルタン
ツ・道路新産業開発機
構共同提案体

随意契約（企画
競争）

4,449,600 8月16日

ＥＴＣ２．０にかかる路側機等
の基礎資料をとりまとめるとと
もに、利用者ニーズに応じた
情報提供サービスの改善方
法や、取得したプローブデー
タの道路行政への利活用に
あたっての要件等を検討する
ことでＥＴＣ２．０の有効活用
を図り、サービスの拡充を推
進する。

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室道路交通情報
係
tel：03-5253-8484
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228

長崎港におけるクルー
ズ貸切バス道路渋滞解
消に向けた「ショットガ
ン」方式による実証事業
に関する請負業務

（株）ケー・シー・エス
随意契約（企画
競争）

9,482,400 8月17日

長崎港へのクルーズ船寄港
増に伴う貸切バスによる道路
渋滞解消を目的に、バス待
機場と乗降場間との移動に
ついてショットガン方式による
実証実験を実施。

九州運輸局観光部
国際観光課
tel:092-472-2335

229
平成２８年度山村境界
基本調査（栃木県那須
町）に関する業務

多摩測量設計事業協
同組合

一般競争入札 9,244,800 8月17日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

230

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「イ
ルミネーション及びス
キーによる誘客促進事
業」

（株）ニューズ・ライン
随意契約（企画
競争）

7,500,000 8月17日

イルミネーション及びスキース
ノボを柱とした旅行商品造成
に係る広告事業を展開するこ
とにより誘客促進を図る。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興
課
℡：025-285-9181

231

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「着
地型ツアーの造成等に
よる観光客の周遊促進
調査事業」

（一財）長野経済研究
所

随意契約（企画
競争）

7,400,000 8月17日

着地型ツアーの造成等によっ
て山ノ内町の地域内周遊を
促進する施策を実施すること
を通じて、国内外からの観光
客を誘致し得る観光資源を
見出すことを目的とする。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興
課
℡：025-285-9181

232
平成２８年度山村境界
基本調査（新潟県魚沼
市）に関する業務

（株）日豊 一般競争入札 5,745,600 8月17日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517

233
平成２８年度山村境界
基本調査（岩手県大槌
町）に関する業務

（株）日豊 一般競争入札 3,456,000 8月17日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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234

国内における訪日外国
人旅行者の受入環境整
備に関するSNS等を活
用した現状調査・分析
調査業務

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

随意契約（企画
競争）

12,999,960 8月18日

中国、台湾、香港、韓国、ア
メリカを対象に、訪日外国人
旅行者受入環境に関連する
SNSへの投稿等を分析し、そ
の分析結果をとりまとめた報
告書。

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

235

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「KPI
を意識した誘客促進事
業」

（一財）長野経済研究
所

随意契約（企画
競争）

7,500,000 8月18日

外国人観光客をターゲットと
して想定したWEB広告の展
開やスノーモンキーをアイコン
としたパンフレットの作成、
ホームページの充実を図り、
KPIを意識した効果検証を行
うことにより、山ノ内町の認知
度を高め海外からの観光客
の誘致による賑わいを創出す
ることを目的とする。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興
課
℡：025-285-9181

236

「新横浜駅における乗換
等の不便解消実証事
業」
～サインシステム計画の
検討～

（株）ライテック
随意契約（企画
競争）

6,480,000 8月18日

外国人を含む多くの利用者
が鉄道を介した広域移動等
を行う際の不便解消を図るた
め、新横浜駅において統一
的で分かりやすいサインシス
テム計画を検討する。

関東運輸局鉄道部計
画課045-211-7243

237
平成２８年度山村境界
基本調査（愛媛県四国
中央市）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント（株）

一般競争入札 5,367,600 8月18日

過疎化や高齢化の進展等に
より土地境界情報が失われ
つつある山村部において、地
籍調査に必要な基礎的な土
地境界情報を整備。

土地・建設産業局地籍
整備課調査第二係
内線30-517
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238

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「ア
ルプス山岳郷ＤＭＯ主
導による国立公園の周
遊観光の確立に向けた
調査」

（特）ＳＣＯＰ
随意契約（企画
競争）

4,000,000 8月18日

アルプス山岳郷エリアのコン
テンツ開発に必要な調査検
討を行うとともに、その結果を
踏まえたＤＭＯとしての戦略の
立案等により、アルプス山岳
郷ＤＭＯの世界水準の周遊
観光づくりに向けた、自立的
な推進体制の支援を目的と
する。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興
課
tel：025-285-9181

239
平成２８年度山村境界
基本調査（鹿児島県徳
之島町）に関する業務

林測量技術コンサルタ
ント（株）

一般競争入札 3,963,600 8月18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

240
下水道ストックマネジメ
ント導入に向けた支援方
策に関する検討業務

（株）ＮＪＳ
随意契約（少額
随契）

993,600 8月18日

下水道ストックマネジメント導
入に向けた支援方策に関す
る検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

241
効率的な下水道施設整
備に関する実態調査の
資料等作成補助業務

日本水工設計（株）
随意契約（少額
随契）

972,000 8月18日

効率的な下水道施設整備に
関する実態調査の資料等作
成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

242
外壁落下危険性可視
化ツールに係るインス
トーラ開発等業務

ＧＳＡ（株）
随意契約（企画
競争）

3,931,200 8月19日

本業務は、国土技術政策総
合研究所が開発する外壁落
下危険性可視化ツールの利
用に必要となるインストーラ開
発等を行うとともに、同ツール
を用いたケーススタディの実
地を行うものである

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

243
着地型旅行商品の普及
に向けた受入環境整備
事業

（株）ケー・シー・エス東
京支社

随意契約（企画
競争）

12,997,800 8月22日

来日した外国人旅行者に対
し、滞在地域周辺における着
地型旅行商品情報の多言語
での提供を促進する。

関東運輸局観光企画
課　045－211－1255
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244
平成２８年度　車両機
器に係る振動の影響に
関する調査研究

（公財）鉄道総合技術
研究所

随意契約（企画
競争）

11,772,000 8月22日

輪軸からの入力により各部に
発生する振動を簡便に推定
する手法についての精度向
上及び実用化に向けた検討
を行うもの。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

245
近畿圏地域動向分析
調査業務

一般（社）システム科学
研究所

随意契約（企画
競争）

7,603,200 8月22日

近畿圏内の観光等の活性化
に関係する地域の現状を十
分に把握する等、地域の動
向調査及び分析を行った。

近畿地方整備局　企画
部
広域計画課地方計画
第一係
tel：06-6942-1141

246
平成２８年度　鉄道車
両ブレーキ用制輪子に
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）

6,944,400 8月22日

様々な気象条件、走行条件
等に合った制輪子を適切に
選択することが容易となるよう
な制輪子の評価手法の構築
に資する検討を行うもの。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

247
不燃系材料の熱物性測
定業務

日鉄住金テクノロジー
（株）

随意契約（少額
随契）

770,040 8月22日
不燃系材料の熱物性として、
比熱、TG/DTAを測定する。

国土技術政策総合研
究所建築研究部防火
基準研究室
tel : 029-864-4348

248
中小造船業経営実態
調査

鈴木　善也
随意契約（少額
随契）

662,764 8月22日
中小造船業における経営状
況を的確に把握するための
調査

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

249
熊本地震における住ま
い・集落等の復旧に係る
検討業務（東部）

（株）地域計画建築研
究所

随意契約（企画
競争）

49,820,400 8月23日

業務対象地（阿蘇市、大津
町、南阿蘇村、西原村）の現
況や地域特性、住民意向等
を踏まえた基本コンセプトや、
整備手法・基本計画案等の
検討を行うとともに、その成果
を被災公共団体等に広く提
供し、被災地の住まい・集落
等の復旧を推進する。

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395
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250
熊本地震における住ま
い・集落等の復旧に係る
検討業務（中部）

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

39,960,000 8月23日

業務対象地（御船町、益城
町、甲佐町）の現況や地域特
性、住民意向等を踏まえた
基本コンセプトや、整備手法・
基本計画案等の検討を行う
とともに、その成果を被災公
共団体等に広く提供し、被災
地の住まい・集落等の復旧を
推進する。

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395

251
熊本地震における住ま
い・集落等の復旧に係る
検討業務（西部）

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

36,979,200 8月23日

業務対象地（宇土市、宇城
市、嘉島町）の現況や地域特
性、住民意向等を踏まえた
基本コンセプトや、整備手法・
基本計画案等の検討を行う
とともに、その成果を被災公
共団体等に広く提供し、被災
地の住まい・集落等の復旧を
推進する。

住宅局住宅総合整備
課
住環境整備室
宅地環境係
内線39-395

252
中国管内交通需要検
討外業務

（株）福山コンサルタント
随意契約（企画
競争）

24,948,000 8月23日

最新のデータに基づき、中国
地方整備局管内の将来交通
需要を検討する。

中国地方整備局道路
部道路計画課調査第
二係
tel：082-221-9231

253
四国の港湾における産
業競争力強化のための
物流動向調査

日本工営（株） 随意契約（公募） 9,882,000 8月23日

本業務は、四国国際物流戦
略チームの「戦略提言」に基
づき、四国に立地している産
業を支援するための、港湾物
流における非効率の解消を
図ることを目的に、四国発着
貨物の物流動向を把握し、
港湾を利用した貨物の物流
過程における課題について検
討を行うものである。

四国地方整備局　港湾
物流企画室　国際物流
企画係　087-811-
8360
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254

「トラック輸送における取
引環境・労働時間改善
地方協議会」におけるパ
イロット事業

（株）運輸・物流研究室
随意契約（企画
競争）

7,599,000 8月23日

トラック輸送状況の実態調査
結果や地方協議会での議論
等を踏まえ選定した発荷主、
着荷主及び運送事業者で構
成される集団が連携して長
時間労働の抑制を図ることを
目的として実施する実証実
験。

関東運輸局自動車交
通部貨物課045-211-
7248

255
ＶＪ「成田トランジット＆ス
テイプログラム推進事
業」

（株）グリーンポート・エー
ジェンシー

随意契約（企画
競争）

4,768,600 8月23日

成田空港周辺に宿泊する外
国人旅行者及びトランジット
旅客をはじめとする成田空港
利用外国人旅行者を対象と
して、成田空港トランジット＆
ステイプログラムの認知度向
上と訪日旅行者の増大を図
ることを目的とする。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

256
公共測量における応用
測量（路線測量）の現況
調査業務

（一社）全国測量設計
業協会連合会

随意契約（少額
随契）

995,760 8月23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、公共測量のうち応用測
量の路線測量に分類される
測量作業における、各工程で
の現況の調査を行う。

国土地理院企画部測
量指導課
tel：029-864-4619

257

健全な水・物質循環の
構築に向けたBISTRO下
水道等推進方策検討
業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

21,816,000 8月24日

健全な水・物質循環の構築
に向けたBISTRO下水道等推
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

258
産学官が連携した東京
湾の水質改善方策検討
業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（企画
競争）

14,796,000 8月24日
産学官が連携した東京湾の
水質改善方策検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

259
能動的水環境管理推
進方策検討業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（企画
競争）

14,688,000 8月24日
能動的水環境管理推進方策
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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260
景観に配慮したクルー
ズ船受入の先導的事業
検討調査

（一財）みなと総合研究
財団

随意契約（公募） 14,688,000 8月24日

本業務は、物流ターミナル等
の既存ストックを有効活用し
つつ、クルーズ船を安全かつ
円滑に受け入れ、旅客等の
利用環境の改善を図るため、
景観に配慮した仮設物の配
置計画及び効率的な導線計
画を策定するとともに、その実
証・検証を行うものである。

中国地方整備局総務
部経理調達課
tel:082-511-3903

261
下水道における水系水
質リスク低減に向けた対
応方策検討業務

（株）日水コン　東京支
所

随意契約（企画
競争）

14,580,000 8月24日

下水道における水系水質リス
ク低減に向けた対応方策検
討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

262
宿泊施設の空室情報提
供強化事業（東京都、
大阪府）

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

30,000,000 8月25日
当日直近の空室情報を集約
し、観光案内所等で発信

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-306)

263
トラック運転者の長時間
労働抑制のためのパイ
ロット事業

（株）湯浅コンサルティン
グ

随意契約（企画
競争）

2,513,160 8月25日

トラック輸送における取引環
境・労働時間改善地方協議
会において、トラック運転者の
長時間労働抑制のため、取
引慣行等の実態を把握し、そ
の改善に向けた具体的な方
策を探求する実証実験を実
施

九州運輸局
自動車交通部貨物課
tel:092-472-2528

264
改修シーリング目地の長
期耐久性仕様検討のた
めの試験業務

日本建築仕上材工業
会

随意契約（少額
随契）

915,408 8月25日

外壁シーリング目地の長期耐
久性仕様検討のため、各種
塗装材料を塗布したシーリン
グ試験体の促進劣化試験を
行う業務である。

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
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265
物流用ドローンポートシ
ステムの研究開発

ブルーイノベーション
（株）

随意契約（企画
競争）

25,390,800 8月26日

安全で高精度な自動離着陸
システムを開発するため、
マーカーによるドローンの誘導
やドローンポートへの第三者
侵入検知システムの開発・検
証実験を行った。

総合政策局技術政策
課振興係
tel：03-5253-8950

266
コンテナ船の大型化に
向けた高圧脱水固化処
理工法の開発

（国）九州大学
随意契約（企画
競争）

24,996,600 8月26日

浚渫土砂の物理特性や圧密
特性をもとに、脱水棒の複数
配置を想定した圧密解析を
実施し、現地適応型の高圧
脱水固化処理装置の設計お
よび製造を行った。

総合政策局技術政策
課振興係
tel：03-5253-8950

267

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
ティー・ビルディング・アド
バンス事業

（一社）海外運輸協力
協会

一般競争入札 11,956,666 8月26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
設の維持管理について、沿
岸国の維持管理能力向上等
を図るための講義等を実施

海事局外航課
tel：03-5253-8618

268
近畿圏広域地方計画
推進に向けた調査検討
業務

（株）地域未来研究所
随意契約（企画
競争）

8,910,000 8月26日

近畿圏広域地方計画の着実
な推進を図るため、関係機関
との情報共有を図る資料の
作成及び広域地方計画の
フォローアップに関する指標
の分析を行った。

近畿地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係
tel：06-6942-1141

269
海洋管理に資する南鳥
島パンフレット及び動制
作業務

（株）文化工房
随意契約（企画
競争）

7,319,484 8月26日

海洋政策における重要性及
び観光資源の観点から、南
鳥島を対象にしたパンフレット
及び動画の制作を行う。

総合政策局海洋政策
課
03-5253-8111
内線24384

270
実大火災実験試験体
仕様検討業務

アイエヌジー（株）
随意契約（少額
随契）

918,000 8月26日

実火災を再現して排煙や内
装の仕様による効果を検証
するための実大火災実験試
験体の仕様の検討を行う。

国土技術政策総合研
究所建築研究部防火
基準研究室
tel : 029-864-4348



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

271
国土交通大臣賞「循環
のみち下水道賞」におけ
る表彰状の作成につい

（株）謄栄社
随意契約（少額
随契）

89,964 8月26日
国土交通大臣賞「循環のみ
ち下水道賞」における表彰状

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

272
河川堤防の弱点箇所に
関する実験業務

中央開発（株）
随意契約（企画
競争）

37,800,000 8月29日

本業務は、河川堤防のパイピ
ング現象を対象とした実験を
実施し、大規模かつ進行的
なパイピングが発生する弱点
箇所の抽出方法を検討する
ための基礎データを得るもの
である。

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

273
ダム貯水池水質対策に
関する調査・技術資料
整理業務

（一財）水源地環境セン
ター

随意契約（企画
競争）

29,916,000 8月29日

　ダム貯水池水質対策の事
例整理等を行い、ダム貯水
池の水質対策を体系的に整
理するとともに、ダム貯水池
の水質対策の選定に参考と
なる技術事項について、学識
者等の意見を聞きつつ整理
する。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循
環研究室
tel : 029-864-2739

274
河川堤防の縦断方向の
安全性照査に関する調
査業務

（株）地圏総合コンサル
タント

随意契約（企画
競争）

19,980,000 8月29日

本業務は、河川堤防の基礎
的な情報を整理するととも
に、被災箇所近傍における地
盤調査及び解析を行うもので
ある。

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

275
電気集塵機によるブラッ
クカーボン排出削減に
関する調査研究業務

（国研）海上・港湾・航
空技術研究所

一般競争入札 18,273,507 8月29日

IMOにおける船舶からのブラッ
クカーボン排出削減に関する
議論を主導し、我が国造船
業・舶用工業の国際競争力
強化に資することを目的に、
船舶に搭載する電気集塵機
の実用化に向けたブラック
カーボン排出削減技術に係
る調査を実施

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634
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276

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） 14,692,536 8月29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
実証を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

277
熊本地震等に対する道
路橋の耐震性向上効果
に関する調査業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

9,936,000 8月29日

熊本地震及び東北地方太平
洋沖地震による道路橋の被
災状況等を適用基準や耐震
補強の実施状況等により階
層化して概観できるよう整理
するとともに、耐震補強等に
よる耐震性の向上によって地
震発生直後から路線の通行
機能が確保されたことや、路
線の通行機能が速やかに回
復されたことにより得られた主
要な効果を定量的に評価す
るものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究
室
tel : 029-864-3245

278

平成２８年度　ASEAN
諸国における電子基準
点網構築支援方策検
討業務

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

4,981,820 8月29日

ASEAN諸国の電子基準点網
構築状況を調査、整理すると
ともに、我が国における電子
基準点網運用の経験を活か
した技術協力の活用を念頭
に置いた支援策や電子基準
点網によるビジネスモデルを
検討し、報告書をとりまとめる
とともに、支援策の導入促進
のための資料を作成する。

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
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279
平成２８年度建設資材
労働力需要実態調査
業務

（株）アストジェイ 一般競争入札 4,903,200 8月29日

平成27年度受注された建築
工事において、使用した資材
量・労働力について調査を実
施し、原単位を作成。

土地・建設産業局建設
市場整備課資材係
tel：03-5253-8283

280

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「立
山町における観光誘客
促進効果検証事業」

（株）ジェック経営コンサ
ルタント

随意契約（企画
競争）

1,987,200 8月29日

本事業は、立山町の山岳観
光地としての知られざる資源
「称名滝」の駐車場の有料化
に対するアンケート調査を行
い、利用者のニーズを把握す
るとともに、人と環境に優しい
観光地「称名滝」をＰＲする事
と立山町観光パンフレット配
布効果検証事業を行い、今
後の誘客へつなげる事を目
的とする。

北陸信越運輸局
観光部観光地域振興
課
℡：025-285-9181

281

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「農
業、自然を活かした当
別町魅力アッププロジェ
クト～札幌となり町、食と
自然のおもてなし」に係
る調査業務（マーケティ

（株）道銀地域総合研
究所

随意契約（企画
競争）

1,500,000 8月29日

地域の強みや弱み、ニーズ
等を把握するためのマーケ
ティング調査を実施し、当別
町における観光ビジョンの提
案を目的とした調査事業

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

282

平成２８年度連携中枢
都市圏等における内発
的な自立発展の推進に
関する調査（東日本地
域）業務

（株）価値総合研究所
随意契約（企画
競争）

32,959,332 8月30日

東日本において、連携中枢
都市圏の形成を目指す地域
での実証調査を通じて、課題
分析や改善策の検討、都市
圏形成手法の一般化につい
て明らかにする。

国土政策局広域地方
政策課広域制度企画
室
tel:03-5253-8370
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283
平成２８年度建物の健
全性の程度を評価する
手法の検討業務

（一財）建築保全セン
ター

随意契約（企画
競争）

23,004,000 8月30日

重大事故の発生を未然に防
ぐために建物の健全性の程
度を効率的かつ的確に評価
することを目的として、施設管
理者が建物部位の劣化の程
度を簡易に確認して修繕計
画に反映する手法等につい
て、調査検討等を行った。

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

284
ＩＣＴ等を活用した段階
的高度処理等推進方
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）

19,872,000 8月30日
ＩＣＴ等を活用した段階的高
度処理等推進方策検討を行
う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

285
大規模災害時の災害支
援物資輸送計画策定
検討業務

（株）日通総合研究所 一般競争入札 12,420,000 8月30日

首都直下地震や南海トラフ巨
大地震発生時に、トラック、鉄
道、船舶、航空機といった輸
送手段を活用し、非被災地
から被災地へ災害支援物資
を輸送する体制を、有識者や
物流事業者団体を交えて検
討し、マニュアルとしてまとめ
た。

大臣官房参事官（運輸
安全防災）付安全防災
対策官
TEL：03-5253-8111
（内25604）

286
広域ブロック間の連携方
策検討調査

（一財）日本地域開発セ
ンター

随意契約（企画
競争）

11,944,800 8月30日

広域ブロック間の連携を進め
るために、事例調査や地域
資源・社会資本整備状況の
整理を通じて方策を検討し、
報告書にまとめた。

国土政策局広域地方
政策課交流連携班
tel:03-5253-8369
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287
熊本地震によって生じた
地震動の特性に関する
調査業務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

9,936,000 8月30日

熊本地震により同一の地点で
繰り返し観測された強い地震
動を道路橋に順次作用させ
る非線形動的解析を行い、
強い地震動の繰り返し入力
等が道路橋の非線形挙動に
及ぼす影響を整理するととも
に、観測された地震動を使っ
て地盤の振動解析を行うこと
により地震動の増幅特性を整
理するものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究
室
tel : 029-864-3245

288
大規模地震災害におけ
る瓦礫対策と道路啓開
に関する各種調査業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

9,903,600 8月30日

大規模震災時における瓦礫
原単位の設定、瓦礫発生予
測式の構築、道路啓開に関
する各種技術的課題につい
て整理、検討を行うものであ
る。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究
室
tel : 029-864-3245

289

下水道施設における河
川との一体的な運用に
よる浸水対策手法検討
業務

（株）ニュージェック・（一
財）都市技術センター共
同提案体

随意契約（企画
競争）

9,860,400 8月30日

下水道施設における河川との
一体的な運用による浸水対
策手法検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

290
京浜港における海上コン
テナ輸送の効率化検討
業務

（一財）みなと総合研究
財団

一般競争入札
（総合評価方式）

9,504,000 8月30日

京浜港の海上コンテナ輸送
効率化のため、施策の効果
や要望を意見収集し、効果
的な施策とするための検討を
行うもの

関東地方整備局総務
部経理調達課調達係
tel：045-211-7413

291
平成２８年度土地問題
に関する国民の意識調
査

（一社）中央調査社 一般競争入札 7,970,400 8月30日

本業務では、土地基本法第
１７条に基づき、国民に対して
土地に関する情報を提供す
るとともに、国民の土地に関
する意識等を把握することを
目的とする。

土地・建設産業局企画
課
調査係
03-5253-
8111(30655)
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292
平成２８年度災害に強
い地域づくり計画支援業
務

（株）エイト日本技術開
発　中部支社

随意契約（公募） 5,929,200 8月30日

中部圏において災害に強い
まちづくりの促進を図るため、
過年度に公表したガイドライン
の更なる充実を図るとともに、
地方公共団体が進めるまち
づくり計画立案や整備実施を
支援した。

中部地方整備局建政
部
都市整備課
企画調整第一係
tel：052-953-8573

293
事故データ・プローブ
データの集計システムの
改良業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

3,996,000 8月30日

本業務は、過年度に作成した
事故データ・プローブデータ
集計システムに機能の追加
等、必要な改良を行うもので
ある。

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

294
外国人造船就労者受
入制度推進事業に係る
巡回等業務

（一財）日本海事協会 一般競争入札 62,640,000 8月31日

外国人造船就労者受入事業
の適切な実施を図ることを目
的に、巡回指導の実施、巡
回指導実施方法を定めたマ
ニュアルの改訂、労働安全
衛生に関する検討等を実施

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

295
平成２８年度　災害情
報等の収集機能の向上
に関する調査検討業務

（一社）建設電気技術
協会

随意契約（企画
競争）

33,480,000 8月31日

国土交通省が所有する各種
センサ（雨量計、水位計等）
から災害の危険性が高まって
いるエリアを検出し、エリア内
に設置されている河川・道路
管理用のCCTVカメラ映像を
自動的に抽出する防災情報
の統合技術に関する検討、
及び膨大な社会インフラの被
災情報、劣化情報等を迅速
に把握するため、社会インフ
ラをモニタリングするセンサ情
報を効率的に収集するため
のセンサネットワーク技術の
検討を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22377)
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296
平成２８年度住宅市場
動向調査業務

（株）日本リサーチセン
ター

一般競争入札 21,265,200 8月31日

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

住宅局住宅政策課
企画調整係
内線39-234

297
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） 14,839,200 8月31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
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
の実証を行うもの。

大臣官房技術調査課
03-5253-
8111(22305)

298
インドにおける貨物鉄道
輸送利用の促進に向け
た実証事業による調査

日本通運（株）
随意契約（企画
競争）

13,991,630 8月31日

貨物鉄道によるコンテナ輸送
の利用促進に向け、共同集
荷による集荷スキームを活用
した定時運行輸送を実施し、
効果・課題等を検証

総合政策局国際物流
課
tel：03-5253-8800
内線25427
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299
コンクリート工の生産性
向上に関する調査業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

8,694,000 8月31日

コンクリート工の生産性向上
に資するために、プレキャスト
製品の標準化、全体最適の
考え方の設計への導入等の
検討基礎資料とするため、コ
ンクリート構造物の現状調
査、技能労働者の予測及び
コンクリート構造物に関する事
業量の分析、プレキャスト製
品の適用・標準化に関する検
討、全体最適設計を確立す
るための基礎調査等を行う。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本システム研究室
tel : 029-864-2677

300
道路橋の地震被害の被
災状況把握手法に関す
る調査業務

いであ（株）
随意契約（企画
競争）

8,640,000 8月31日

大規模災害時に道路橋の被
災状況を早期に把握し、道
路啓開や復旧活動に資する
情報を道路管理者へリアルタ
イムに提供する被災状況把
握手法を構築するため、既存
技術や新技術・新材料のセ
ンサ等を道路橋に試行的に
設置し、被災状況把握手法
の検証及び仕様等の整理を
行うものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究
室
tel : 029-864-3245

301

平成２８年度造船業を
目指す若者を増やすた
めの産学ネットワーク構
築業務

日総工産（株）
随意契約（企画
競争）

5,148,360 8月31日

教育機関と地域の造船事業
者の人的ネットワークを再構
築し、教員や学生・生徒の造
船への理解を深めることによ
り、造船事業者が人材を確保
しやすくすることを目的とし
て、インターンシップを実施す
るとともに、ガイダンスを作成

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634
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302

平成２８年度　国土形
成計画（全国計画）のモ
ニタリングの検討・実施
に関する調査

楽天リサーチ（株）
随意契約（企画
競争）

4,989,600 8月31日

新たな国土形成計画の体系
に対応したモニタリング手法
を検討・確立するため、統計
データや各府省の政策評価
結果を活用して、国土の状態
や政策の実行度を明らかに
するとともに、国土計画の専
門家や国民に対するアン
ケートを行う。

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

303
緩勾配区間に設置した
砂防堰堤の施設効果に
関する実験業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

4,960,000 8月31日

山地洪水に対して、勾配が緩
い土石流区間に設置した砂
防堰堤による土砂捕捉効果
や流量低減効果等の施設効
果を明らかにすることを目的
に水路実験を行った。

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

304

平成28年度　北陸地方
における地方都市再生
に向けた整備等に関す
る調査業務

（株）日本海コンサルタ
ント

随意契約（公募） 4,492,800 8月31日

北陸地方における地方都市
再生整備に向け、まちなかに
点在する住宅・建築物などの
既存ストックのあり方やまと
まった土地を創出するための
既往制度等を活かした整備
のあり方を調査及び分析し、
北陸地方にふさわしい整備の
あり方を検討する。

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

305

豪雨時の土砂生産・流
出現象の特徴を考慮し
た数値計算プログラムの
検証および改良業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

3,960,000 8月31日

山地域の土砂移動現象のう
ち、特に細粒土砂の流下・堆
積過程に着目し作成した数
値計算プログラムの検証およ
び改良を行った。

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
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306

地域鉄道を軸とした地
域公共交通ネットワーク
の形成に関する調査に
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）

3,942,000 8月31日

全国の公共交通に関する計
画において、鉄道事業内容
が記載された事例を収集分
析し、利用実態等が独自で
調査されたケース、利用促進
策等個別事業の記載がある
ケースを抽出し、事例等の整
理を行った。

中部運輸局鉄道部
監理課
tel:052-952-8030

307
鉄道車両の磁界に係る
低減方策等の調査

（独）自動車技術総合
機構

一般競争入札 3,867,693 8月31日

鉄道車両における磁界の低
減方策の検証等を行い、今
後の技術基準のあり方に資
する知見を得ることを目的と
した調査研究。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

308

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 2,834,460 8月31日

指導票使用に関する技術的
な根拠・合理性の検証や、将
来見込まれる乗務形態の多
様化への対応の検討を行
い、技術基準の見直しに必要
な基礎資料を作成するため
の調査検討。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

309

姫路港におけるクルー
ズ客船の誘致拡大に向
けた調査業務及び瀬戸
内クルーズセミナーの開
催業務

（株） 矢野経済研究所
随意契約（企画
競争）

2,795,720 8月31日

政府が目標とする「訪日ク
ルーズ旅客数2020年に500
万人」の達成に向け、地方港
の活用が重要と考えられるな
か、姫路港におけるクルーズ
客船の誘致拡大に向けた方
策を検討した。

総務企画部企画課
０７８－３２１－３１４４
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310
衛星ＳＡＲデータによる
ダムの変位解析業務

国際航業（株）
随意契約（企画
競争）

38,880,000 9月1日

衛星SARデータを用いてロッ
クフィルダムおよびコンクリート
ダムの変位を解析し、変位解
析データと現地実測データと
の比較から衛星SARデータに
よるダムの変位解析の誤差
要因あるいは誤差処理に関
する整理を行った。

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

311
下水汚泥から水素を直
接製造する技術に関す
る研究

東北大学・カーボンフ
リーネットワーク（株）・
（株）大和三光製作所・
弘前市　共同研究体

随意契約（公募） 29,970,000 9月1日

脱水汚泥（下水汚泥）と触
媒、ガス化剤を混合、加熱す
ることにより水素を発生させる
技術について、生成ガスや固
体残渣のデータ分析・評価、
及び触媒の再利用可能性、
実用プラントの設備設計等に
ついて検討を行うことにより、
事業採算性や費用対効果を
含む普及可能性等について
実証する。

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

312

ジャカルタ都市圏の都
市鉄道における我が国
安全管理手法の導入促
進に関する調査

日本コンサルタンツ（株）
随意契約（企画
競争）

27,982,726 9月1日

ジャカルタ首都圏では、信号
に係る事故が問題となってお
り、保安装置の整備が急務と
なっていることを踏まえ、日本
規格の保安装置の導入可能
性について現地調査等を実
施。

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527
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313
ＩＣＴ土工等の施工管理
効率化に関する調査整
理業務

（一社）日本建設機械
施工協会

随意契約（企画
競争）

17,928,000 9月1日

本業務は、i-Constructionの
取り組みの１つである３次元
データを活用した監督・検査
の効率化及び維持管理場面
を想定したデータの利活用に
関して、最新の３次元計測機
器を踏まえた新たな施工管
理手法、施工時に得られる
データの信頼性を担保する
新たなデータ交換標準及び
納品仕様や、実地検査等受
発注者間のやり取りの代替を
想定した机上検査に供するソ
フトウェアの機能要求仕様書
についての整理、及び本業務
を通じて得られた知見による
既存の基準類の修正項目の
整理を行うものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本施工高度化研究室
tel : 029-864-7490

314

平成２８年度モデル事
業（新庁舎・病院等建
設事業）に係る発注者
支援業務

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント(株)

随意契約（企画
競争）

12,960,000 9月1日

新庁舎・病院等建設事業の
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
tel:03-5253-8278

315

生活道路対策エリア抽
出手法へのプローブ
データ等の利用に関す
る業務

JV:計量計画研究所・社
会システム設計共同体

随意契約（企画
競争）

9,990,000 9月1日

本業務は、生活道路交通安
全対策における対策エリア抽
出にプローブデータ等を利用
する方法を検討するために必
要な、対策エリア抽出への利
用が期待されるデータと、そ
れらの利用方法、特徴、利用
場面等を整理するものであ
る。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部道路
研究室
tel : 029-864-4472
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316

二国間会議を通じた中
国及び韓国の道路行
政・制度等に関する調
査業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 9月1日

第31回日中道路交流会議
及び第19回日韓道路交流
会議を通じて、中国及び韓国
の道路分野に関するインフラ
整備・管理、制度、政策等の
動向について、情報収集及
び分析を行い、我が国の施
策に資する情報をとりまとめ
る。

道路局企画課国際室
国際調査第二係
tel:03-5253-8906

317
ＩＣＴ土工の工事進捗マ
ネジメント等に関する調
査整理業務

（一社）日本建設機械
施工協会

随意契約（企画
競争）

7,992,000 9月1日

本業務は、i-Constructionの
取り組みの１つであるＩＣＴ土
工に関して、多点観測技術
等により得られた３次元デー
タを用いた土量把握等工事
進捗マネジメント手法等３次
元データ利用の調査整理及
び現地調査、施工履歴デー
タ交換標準についての整理を
行うものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本施工高度化研究室
tel : 029-864-7490

318

平成２８年度モデル事
業（市民ホール建設事
業）に係る発注者支援
業務

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント(株)

随意契約（企画
競争）

7,776,000 9月1日

市民ホール建設事業の発注
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
tel:03-5253-8278
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319

トラック輸送における取
引環境・労働時間改善
協議会におけるパイロッ
ト事業

（株）ペック協会
随意契約（企画
競争）

7,499,952 9月1日

　新潟県及び長野県並びに
石川県に設置したトラック輸
送における取引環境・労働時
間改善地方協議会におい
て、トラック運転者の長時間
労働等の問題点・課題を改
善するために、発荷主、着荷
主及び運送事業者を構成員
とする集団が実施する実証
実験であり、好事例を集め長
時間労働改善ガイドラインを
作成するために、運送事業
者の自主的な労働条件の改
善を促し、取引環境・労働時
間の改善を図ることを目的と
する。

北陸信越運輸局
自動車交通部貨物課
℡：025-285-9154

320

北海道運輸局管内にお
けるビッグデータを活用
した効果的な公共交通
網の分析手法に関する
調査等業務

（株）ケー・シー・エス東
京支社

随意契約（企画
競争）

7,084,443 9月1日

分析ツールにビッグデータを
利用し、データの可視化によ
る分析及びバスのサービス
マーケティング分析を踏まえ
たバス路線の改善策を検
討。

北海道運輸局交通政
策部
交通企画課
℡：011-290-2721

321
トラック事業者労働条件
改善事業

日本ＰＭＩコンサルティン
グ（株）

随意契約（企画
競争）

2,533,000 9月1日

トラック運転者の長時間労働
の改善等に向け、地域の実
情を踏まえた実践的な議論
を進めることを目的として、発
荷主・着荷主及び運送事業
者を構成員とする集団が実
証実験を実施する。

四国運輸局自動車交
通部
貨物課
tel：087-８３５-6365

322
トラック輸送における長
時間労働抑制に向けた
パイロット事業

日本ＰＭＩコンサルティン
グ（株）

随意契約（企画
競争）

2,532,970 9月1日

トラック運転者の長時間労働
抑制のため荷主、貨物自動
車運送事業者等が実証実験
を行い、その結果を長時間労
働の改善、抑制に活用

中国運輸局
自動車交通部貨物課
tel：082-228-3438
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323

平成２８年度　国土管
理における複合的な施
策と選択的な国土利用
の推進に関する検討調
査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）

随意契約（企画
競争）

9,981,576 9月2日

新たな国土管理の必要性や
考え方に資する内容につい
て、地域の自然・社会環境等
の状況に応じた国土の利用・
管理手法や管理コスト低減の
工夫等の観点で参考になる
事例の収集・整理を通じた検
討を行い、一定の内容をとり
まとめて自治体等に情報提
供する。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29ｰ334）

324
大型車重量計測技術の
活用に関する調査業務

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）

9,936,000 9月2日

自動計測装置の設置に係る
コスト縮減策の検討と機能要
件案の改訂、車載型重量計
とETC2.0車載器との接続に
ついての検討を行うものであ
る。

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

325
公共工事における総合
評価落札方式の実施状
況に関する調査業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

9,925,200 9月2日

地方整備局等が契約した総
合評価落札方式による工事
を対象に 実施状況に関する
データを照査・入力・整理し、
実施状況の実態把握のため
の集計・整理を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本マネジメント研究室
tel : 029-864-4239

326
平成２８年度中部地方
下水道推進検討業務

（株）建設技術研究所
中部支社

随意契約（公募） 9,687,600 9月2日

中部地方下水道中期ビジョン
のフォローアップを行うととも
に、新たに中部地方における
下水道事業の推進方策を示
した「下水道推進プラン」を検
討・作成し、また参考となる手
引きを作成した。

中部地方整備局建政
部
都市整備課下水道係
tel：052-953-8573
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327

リモートセンシングによる
広域災害時の調査計画
立案支援システム高度
化業務

（株）パスコ
随意契約（企画
競争）

8,985,600 9月2日

広域災害発生時にリモートセ
ンシングを活用した効率的な
調査計画を立案するために、
MiPSS（試用版）の高度化の
ための検討を実施し、改良版
MiPSSの設計・構築を行っ
た。

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

328

平成２８年度大規模地
震等に対する地理空間
情報を活用した地域連
携型防災対策のあり方
検討業務

国立大学法人豊橋技
術科学大学

随意契約（企画
競争）

6,572,000 9月2日

地理空間情報を活用した複
数市町村間の防災情報共有
のあり方等について検討を行
うとともに、実証実験を行い
検証。

国土政策局
国土情報課　活用推進
係
tel：03-5253-8353

329

維持管理情報の利活用
に向けた定期調査報告
書の記載・記録に関す
る調査整理業務

（株）空間デザイン
随意契約（企画
競争）

4,978,800 9月2日

日常安全や防災計画等の情
報検索や収集等に、建築基
準法第12条第１項に規定さ
れる定期調査報告等を利活
用する技術を検討するため、
建築関連の事故が発生した
際の特定行政庁の対応につ
いて、関係する情報の検索・
確認方法を調査・整理する。

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

330
都心部における多様な
歩行者が輻輳する歩行
空間の観測・整理業務

JV:国際開発コンサルタ
ンツ・日本交通計画協
会設計共同体

随意契約（企画
競争）

4,827,600 9月2日
1.現地観測2.観測結果の整
理と歩行空間整備上の留意
点の整理

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

331
民間住宅ローンの実態
に関する調査

（株）ＲＪＣリサーチ 一般競争入札 1,224,720 9月2日

市場における民間金融機関
の住宅ローンの供給状況を
把握するため、住宅ローンを
実際に供給している民間金
融機関に対し、その実態に関
する調査を行う。

住宅局総務課
民間事業支援調整室
金融業務係
内線39-727
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332

平成２８年度多様な入
札契約方式モデル事業
選定・推進委員会運営
業務（第１回変更）

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

▲ 1,890,000 9月2日 当初契約（5月9日）へ記載

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

333
Ｈ２８関東管内道路交
通調査分析検討業務

社会システム（株） 随意契約（公募） 24,948,000 9月5日

・各種交通データを用いて関
東地方整備局管内の道路交
通状況の把握、課題
の分析検討
・交通データの有効活用の検
討

関東地方整備局道路
部道路計画第二課調
査第二係
tel：048-600-1342

334
無電柱化による効果の
把握に関する調査業務

JV:パシフィックコンサル
タンツ・日本みち研究所
設計共同体

随意契約（企画
競争）

17,928,000 9月5日

無電柱化の推進を図るため、
無電柱化の事業効果を体系
的に整理するとともに、無電
柱化（維持管理も含む）に影
響する技術基準・施工技術
等について海外の実情を整
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

335

平成２８年度　国土数
値情報（バスルート等）
の新たな作成手法検討
業務

国立大学法人東京大
学

随意契約（企画
競争）

15,390,000 9月5日

次年度以降に整備予定の国
土数値情報（バスルート）等
について効率的に更新するた
めに、作業手順・作業量等を
報告書にとりまとめ。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係
tel：03-5253-8353

336
沿道大気質現地調査
データ分析業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,990,000 9月5日

国総研が貸与する冬季及び
夏季に実施した沿道における
大気汚染物質濃度の現地調
査データを用いて、沿道大気
汚染物質の発生源及び拡散
性状の分析等を行うもの

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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337
積算データ分析による
施工変動確認の効率化
に関する調査業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

8,405,000 9月5日

各地方整備局等から収集し
た工事設計書や合意単価の
実績データを分析することに
より、積算に係る事務の効率
化、適正な予定価格の設
定、受発注者間の双務性の
向上等に資する情報を作成
する。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本システム研究室
tel : 029-864-2677

338

道路事業における表土
移植等による持続可能
な自然環境保全に関す
る調査検討業務

（株）福山コンサルタント
随意契約（企画
競争）

7,776,000 9月5日

表土移植による希少植物保
全手法の確立に向けた実証
実験を行うとともに、持続可
能な自然環境保全措置に資
する情報収集・分析を行うも
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

339
道路用遮音壁に関する
試算・整理業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

4,989,600 9月5日

社会状況の変化により道路
交通騒音が変化した際の、
道路用遮音壁高さの変更量
について整理するもの

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

340
小型船舶用救命胴衣の
安全に係る性能評価に
関する実験の実施

（一社）日本船舶品質
管理協会

随意契約（少額
随契）

946,585 9月5日

市販されている輸入品の小
型船舶用救命胴衣につい
て、浮力試験、強度試験等
の安全に係る性能評価に関
する実験を実施し、その結果
を取りまとめたもの

海事局安全政策課
tel:03-5253-8631
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341
降雨量指標による土砂
災害危険度評価手法
高度化業務

（一財）日本気象協会
随意契約（企画
競争）

21,978,000 9月6日

土砂災害警戒情報等の精度
向上等に向けて、①土砂災
害警戒情報では評価対象外
の地すべりのための降雨量指
標の検証、②集中豪雨生起
ポテンシャルによる線状降水
帯形成の判別精度向上のた
めの分析、及び③土砂災害
危険度評価システム（プロトタ
イプ）の設計・構築を行った。

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

342
自然・地域インフラの防
災・減災効果の検討業
務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

16,977,600 9月6日

津波に対する自然・地域イン
フラの減災効果およびその発
揮限界のケーススタディを
行った。

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

343
平成２８年度　中部圏
広域地方計画プロジェク
ト推進検討業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング（株）名古
屋

随意契約（公募） 14,958,000 9月6日

「新たな中部圏広域地方計
画」の実現に向けて、各リー
ディングプロジェクトのうち、自
立的発展につながる広域プロ
ジェクトについて、多様な主体
と連携し、各リーディングプロ
ジェクトの推進手法、計画の
フォローアップ手法及び計画
の普及・啓発について検討を
行い、平成２８年度のフォロー
アップ資料をとりまとめる

中部地方整備局企画
部
広域計画課計画調整
係
tel：052-953-8129

344
世界自然遺産登録を見
据えた奄美群島の観光
の振興に関する調査

（株）日本能率協会総
合研究所

随意契約（企画
競争）

13,975,200 9月6日

世界自然遺産登録を見据え
た奄美群島において、閑散
期における観光振興を図るた
め、関係団体等を対象とした
アンケート及びヒアリング調査
を実施した。

国土政策局
特別地域振興官
奄美振興係
tel:03-5253-8423
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345
ＥＴＣ２．０プローブ情報
処理の技術的課題検討
業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

9,979,200 9月6日

ＥＴＣ２．０プローブ情報の精
度課題整理、ＥＴＣ２．０プ
ローブ情報の第三者提供に
向けた要件整理等を行うもの
である。

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

346
流砂観測データのまれ
度評価手法検討業務

日本工営（株）
随意契約（企画
競争）

9,838,800 9月6日

砂水文観測結果を活用し、
流域の状況、土砂災害の切
迫性の変化を把握・覚知する
手法の構築のために、流砂
水文観測結果の分析を行
い、その上で、流砂水文観測
結果を用いて、ある時刻の観
測結果が当該時刻以外の時
刻でも一般的に見られる結果
か、土砂災害発生時などま
れにしか見られない結果かを
評価した。

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

347
都市浸水対策における
降雨波形の設定に関す
る調査業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

7,884,000 9月6日

全国25都市を対象に、過去
10年程度の各都市における
5年確率降雨強度以上の降
雨、及び浸水被害が発生し
た降雨について、ひとまとまり
の降雨として区分するために
必要な降雨前後の無降雨時
間の違いが降雨特性に与え
る影響を整理するとともに、
計画降雨波形の妥当性を確
認し、計画降雨波形作成時
に設定する降雨継続時間に
関する適用範囲や課題点を
整理するものである。

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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348

平成２８年度　海外建
設プロジェクトの契約・発
注方式に関する調査・
分析業務

（一社）海外建設協会
随意契約（企画
競争）

6,000,000 9月6日

世界の発注・契約方式マネジ
メントの体系や発注・契約に
関する発注者の留意点等を
調査・分析し、我が国建設関
連企業に情報発信を行う。

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

349
都市と周辺地域におけ
る連携推進調査業務

（一財）計量計画研究
所

一般競争入札
（総合評価方式）

4,428,000 9月6日

　東北発コンパクトシティを推
進する為、各省庁が所管して
いる支援施策を整理し、東北
圏における都市と周辺都市と
の連携を図る上での問題・課
題を調査、その解決方法につ
いて整理された支援施策等
を用いて検討するもの。

東北地方整備局企画
部企画課地方計画係
tel：022-225-2171

350

災害時情報発信アプリ
「Safety tips」の機能向
上及びJNTOサイト
「Safety tips for
travelers」の改善に関
する事業

（株）三菱総合研究所
随意契約（企画
競争） 19,991,880 9月7日

平成25年度に作成した外国
人旅行者向け災害時プッ
シュ型情報発信アプリ
「Safety　tips」について、平
成28年６月に外国人へのグ
ループインタビューを実施し、
改善提案をとりまとめた。その
改善提案内容を踏まえ、
「Safety　tips」の機能向上を
実施する。また、JNTOサイト
「Safety　tips　for
travelers」についてもアプリの
機能向上とともにサイト内容
の見直しを図るための報告
書。

観光庁参事官（外客受
入）
tel：03-5253-8111(内
線27-207)
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351
イランにおける港湾整
備・運営への参入促進
検討委託業務

（一財）国際臨海開発
研究センター

随意契約（企画
競争）

11,573,280 9月7日

本業務は、イランにおける港
湾関連産業の参入促進を図
るため、港湾貨物量の将来
需要について既存情報の整
理や国内・現地ヒアリング等
に基づき予測を行い、この結
果等を踏まえ、イランにおける
港湾整備・運営案件の可能
性を検討し、併せて、我が国
企業の港湾運営等への参入
方策を検討するものである。

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111

352
高波浪による家屋倒壊
危険範囲調査業務

（株）エコー
随意契約（企画
競争）

8,640,000 9月7日

海岸堤防の設計条件を上回
る高波浪事象について、堤防
背後の家屋倒壊危険範囲を
把握するための数値計算を
行った。

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

353
下水道事業における主
要資材、機器、工法に
係わる調査業務委託

（株）ＮＪＳ
随意契約（少額
随契）

993,600 9月7日
下水道事業における主要資
材、機器、工法に係わる調査
を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

354
インド国鉄における踏切
改良に関する調査

日本工営（株）東京支
店

一般競争入札 27,108,000 9月8日

平成27年12月にインド鉄道
省と締結した「鉄道分野にお
ける技術協力覚書」における
協力分野のうち、信号通信
分野について、インド国鉄の
現状を調査するとともに、日
本の鉄道技術の活用可能性
に関する調査を実施。

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527

355
短期転売土地取引把
握業務

（一財）土地情報セン
ター

随意契約（少額
随契）

972,518 9月8日

自治体において土地取引の
監視及び規制導入の判断材
料とすることを目的として、短
期転売土地取引（１年以内に
同一土地において２回以上
の取引を想定）の実態を把握
するものである。

土地・建設産業局企画
課土地取引係
tel：03-5253-8292
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356

医学的知見に裏付けら
れた体調急変に関する
メカニズムの解明による
ドライバーの体調スク
リーニングに資する基礎
研究

（国）東京大学
随意契約（企画
競争）

24,683,400 9月9日

体調推定理論の基盤となる
自律神経系と全身血管網の
2つの数理モデルの統合や体
調急変の確率予測モデルの
提案、及び体表脈波セン
サーによるバイタル情報の計
測システムを構築した。

総合政策局技術政策
課振興係
tel：03-5253-8950

357

欧州の鉄道分野におけ
る安全管理及び火災防
護に係る適合性評価に
関する調査

（株）三菱総合研究所 一般競争入札 14,979,600 9月9日

国際標準化活動を行う際の
基礎資料及び、日本の鉄道
システムの円滑な輸出の推
進策を検討する際の基礎資
料として活用するため、欧州
における鉄道分野の安全管
理及び火災防護に係る適合
性評価に関する調査を実
施。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8524

358

「日本の奥の院・東北探
訪ルート」ルート形成に
係るマーケティング及び
計画検証、見直し業務

（株）ＪＴＢ東北
随意契約（企画
競争）

7,996,778 9月9日

平成２７年度に実施した「東
北探訪ルート形成に係る調
査業務」を継続し、マーケティ
ング及び分析を元に、ルート
及びモデルコースのコンセプト
等について検証・検討・見直
しを行うと共に、海外旅行会
社の東北への旅行商品企画
販売環境を整える。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
tel：022-380-1001
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359
「日本の奥の院・東北探
訪ルート」外国人による
モニター調査業務

（株）リヴァンプ
随意契約（企画
競争）

4,993,592 9月9日

平成２７年度事業の成果を
受けて、広域観光拠点地区
において、各重点市場に向け
た重要コンテンツの絞込み・
磨き上げを更に推進するべ
く、外国人モニターによる滞
在型現地調査を実施し、消
費者目線で有力コンテンツの
検証、および新規コンテンツ
の洗い出しを行う。

東北運輸局観光部
観光地域振興課
tel：022-380-1001

360
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

佐賀県知事
随意契約（競争
性なし）

1,897,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

361
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

福岡県知事
随意契約（競争
性なし）

1,684,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

362
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

茨城県知事
随意契約（競争
性なし）

1,016,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

363
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

愛知県知事
随意契約（競争
性なし）

1,003,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

364
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

千葉県知事
随意契約（競争
性なし）

982,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

365
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

三重県知事
随意契約（競争
性なし）

814,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
０３－５２５３－８１１１
（内線３１１５４）
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366
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

埼玉県知事
随意契約（競争
性なし）

813,840 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

367
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

名古屋市長
随意契約（競争
性なし）

669,000 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

368
平成２８年度地盤沈下
防止等対策要綱推進
調査

群馬県知事
随意契約（競争
性なし）

620,732 9月9日

地下水採取量・地盤沈下状
況等の調査解析及び調査・
観測体制の検討等を行う。

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

369
高速道路の機能強化に
よる効果検討業務

計量計画研究所・道路
計画共同提案体

随意契約（企画
競争）

14,904,000 9月12日

高速道路の利用にあたって
の課題解決のため、速度低
下や事故発生リスク等に加
え、防災の観点等の面から、
ビッグデータ等を活用した対
策箇所の選定基準について
の検討を行う。

道路局高速道路課高
速係
tel：03-5253-8490

370
東北港湾利用による農
林水産品等輸出促進
検討業務

（一財）みなと総合研究
財団

随意契約（公募） 11,556,000 9月12日

東北地域で生産・加工される
農林水産物・食品の輸出を
促進するため、東北港湾を活
用した具体的な取り組みや輸
出拡大を目指すための将来
構想について検討を行ったも
の。

東北地方整備局経理
調達課契約企画係
tel：022-716-0013

371
高速道路に関する海外
道路事業・施策調査検
討業務

（株）公共計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,957,600 9月12日

高速道路に関する事業・施
策について、海外先進事例
の効果や課題等を整理・分
析し、我が国への適用を検討
する。

道路局高速道路課高
速係
tel：03-5253-8490
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372
ＶＪ「関東周辺９県によ
る外客誘客推進広域連
携事業」

（株） エイチ・アイ・エス
随意契約（企画競

争） 2,543,800 9月12日

宿泊施設にまだ余裕があり東
京から2 時間圏内という手軽
に訪れることができる東京周
縁部の連携先の温泉旅館に
フォーカスし、外国人観光客
の誘客を図る。対象市場に
向けてメディア招請、海外旅
行博出展、WEB サイトの構
築、パンフレット・プロモーショ
ンツール作成の各事業を有
機的に連動させて実施する。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

373
宿泊施設の空室情報提
供強化事業（北海道、
愛知県、福岡県）

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

28,500,000 9月13日
当日直近の空室情報を集約
し、観光案内所等で発信

観光庁観光産業課
tel：03-5253-8111(内
線27-306)

374
貨物自動車運送事業に
おける中継輸送実証実
験モデル事業

（株）富士通総研
随意契約（企画
競争）

22,572,000 9月13日

貨物自動車運送事業におけ
る中継輸送の普及・実用化
に向けて、中継輸送の実証
実験を行い、具体的な課題
を明らかにした上で、報告書
及び手引書を取りまとめた。

自動車局貨物課
tel:03-5253-8575

375
特殊車両通行許可情
報の活用に関する調査
業務

JV:道路新産業開発機
構・オリエンタルコンサル
タンツ設計共同体

随意契約（企画
競争）

14,968,800 9月13日

特車許可情報提供システム
の構築、取締者向け通行許
可情報確認機能等の追加に
係る特車許可情報提供シス
テム改修案の作成を行うもの
である。

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

376
官民連携による道路空
間利活用の実態に関す
る調査整理業務

JV:プランニングネット
ワーク・大日本コンサル
タント設計共同体

随意契約（企画
競争）

9,936,000 9月13日

官民連携による道路空間利
活用の実施事例を対象とした
実態調査を行い、合意形成
のプロセスや、交通等の実
態、利活用の効果等につい
て調査・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
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377
神田川流域浸水予測モ
デル改良業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（特命） 8,722,400 9月13日

リアルタイム浸水予測システ
ムに組み込まれている神田
川浸水予測モデルの改良を
行うとともに、神田川浸水予
測詳細モデルをリアルタイム
浸水予測システムに組み込
みを行う。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966

378
石神井川流域浸水予
測モデル改良業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

8,722,400 9月13日

国土技術政策総合研究所が
所有する石神井川流域浸水
予測モデルについて、パラ
メータ等の見直しによる精度
向上を図り、重点地域・地区
におけるモデルの詳細化等の
改良を行うとともに、作成した
浸水予測モデルのリアルタイ
ム浸水予測システムへの組
み込みを行う。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966

379
平成２８年度　道路環
境影響評価の効率化に
向けた整理分析業務

（一財）日本みち研究所
随意契約（企画
競争）

7,992,000 9月13日

より円滑な環境影響評価手
続きの実施に向け、配慮書に
おける事業間の比較・分析、
及び環境影響評価に関する
意見等に関する整理を行うも
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

380
リアルタイム浸水予測情
報配信システム改良業
務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（企画
競争）

6,928,200 9月13日

国土技術政策総合研究所が
所有するリアルタイム浸水予
測情報配信システムについ
て、浸水予測計算のための
稼働環境の整備及びリアルタ
イム浸水予測情報配信シス
テムの性能評価を行うととも
に、GUI機能の改良を行う。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水害
研究室
029-864-4966
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381
汚水処理システムの評
価方法に関する調査業
務

公益財団法人日本下
水道新技術機構

随意契約（企画
競争）

6,804,000 9月13日

汚水処理システムの将来の
稼働率変化を考慮し、汚水
処理システムの施設更新時
の評価手順、評価方法等を
検討するため、稼働率と維持
管理費に係る情報の収集・
整理・試算、評価手順、評価
方法に係る先行事例の情報
の収集・整理、評価手順、評
価方法の素案の整理、仮想
都市における整備シナリオ例
の整理を行う。

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

382
車両性能の向上等を踏
まえた道路幾何構造に
関する調査分析業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

14,990,400 9月14日

本業務は、近年の車両走行
性能の向上等を踏まえ、加
速車線や付加車線に関する
調査分析を行うものである。

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

383
道路の車線等の柔軟な
運用に関する調査分析
業務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

随意契約（企画
競争）

14,968,800 9月14日

本業務は、道路の車線等の
柔軟な運用に向けた知見を
得ることを目的に、国内外の
道路幾何構造の基準に関す
る動向等を整理するととも
に、道路の幅員構成や追越
車線（２＋１車線）に関する調
査分析、路肩の動的活用に
関する事例収集を行うもので
ある。

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

384

公的賃貸住宅の長寿命
化のための改善及び修
繕のプログラム化手法に
関する調査整理業務

（株）市浦ハウジング＆
プランニング

随意契約（企画
競争）

8,424,000 9月14日

公営住宅等の個別ストックの
状況等を踏まえた中長期的
なシナリオ設定等に関する現
状調査、長寿命化のための
プログラム化のケーススタ
ディ、改善事例における建築
構成要素と建築空間領域の
関連整理を実施した。

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



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

385
下水道設備におけるエ
ネルギー消費量に関す
る調査業務

公益財団法人日本下
水道新技術機構

随意契約（企画
競争）

7,905,600 9月14日

下水道設備の電力使用量等
を把握するためのメーカー・
地方公共団体を対象としたヒ
アリング調査、及び水処理・
汚泥処理にかかる主要機器
のエネルギー使用量原単位
の算出を行う。

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

386

訪日クルーズ商品のＡＳ
ＥＡＮ市場への展開に向
けたセミナーの実施運
営及び調査事業

（株）イベントアンドコンベ
ンションハウス

一般競争入札 4,698,000 9月14日

ASEANからの訪日旅行者の
増加を図るため、シンガポー
ル及びタイにおいて日本と
ASEANをつなぐクルーズのモ
デルルートのセミナーを開催
したほか、訪日クルーズ商品
利用者へのアンケート調査を
実施。

海事局外航課
tel：03-5253-8618

387
木造住宅の許容応力度
計算による構造性能の
調査業務

㈲中村商事
随意契約（少額
随契）

972,000 9月14日

木材加工情報を活用した木
造住宅の履歴情報管理と構
造性能評価の研究に資する
ため、三次元構造解析を用
いた構造性能評価手法の実
用性の検証を目的に、実際
のプランを想定した木造住宅
に対して許容応力度計算を
実施、構造性能の調査を行
う。

国土技術政策総合研
究所建築研究部基準
認証システム研究室
tel : 029-864-4387

388
北海道における下水道
汚泥の有効利用検討業
務

（株）日水コン 随意契約（公募） 8,748,000 9月15日

終末処理場の特性、課題の
把握、事例の整理及び検討
等を行い、緑農地還元導入
に関するシミュレーションを
行った。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付下水道
係
tel;011-709-2311
（内5869）
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389

トラック輸送における取
引環境・労働時間改善
協議会におけるパイロッ
ト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）

2,527,200 9月15日

愛知県内のトラック運転手の
労働条件、取引環境・労働
時間等諸問題について分析
し、改善策実施前と改善策
実施後の効果を検証、分析
し、実施上の問題点等の整
理を行った。

中部運輸局
自動車交通部貨物課
tel:052-952-8037

390
「全国河川図」作成業
務

昇寿チャート株式会社
随意契約（少額
随契）

966,600 9月15日 「全国河川図」作成を行う
水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

391
ダムと関連構造物の地
震動に対する応答特性
に関する試算業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

26,984,000 9月16日

ダムと関連構造物の地震動
に対する応答特性に関する
試算を行い、ダムと関連構造
物の耐震性能照査に関する
基礎資料を作成を行った。

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

392
官民連携による浸水対
策手法検討業務

（株）建設技術研究所
随意契約（企画
競争）

19,980,000 9月16日
官民連携による浸水対策手
法検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

393

平成２８年度　条件不
利地域の集落に対する
位置情報整備に関する
基礎的調査業務

（一財）日本地域開発セ
ンター

随意契約（企画
競争）

14,811,120 9月16日

条件不利地域における集落
の位置情報整備を行うため、
市町村と集落の位置情報の
収集や利用条件の調整を行
うとともに、データの利活用方
法を検討し、結果を報告書に
とりまとめ。

国土政策局
国土情報課　国土情報
係
tel：03-5253-8353

394
中国地域における複合
一貫輸送ネットワークの
検討業務

（株）シオ政策経営研究
所

随意契約（公募） 11,988,000 9月16日

本業務は、ここ数年飛躍的に
増え続ける中国地域の外航
クルーズ需要に対応するた
め、中国地域の施設現況や
国内及び海外他港の先進受
入施設事例等を調査すること
により、中国地域の外航ク
ルーズ船受入拡大に向けた
検討を行う。

中国地方整備局港湾
計画課海岸・環境係
tel：082-511-3905
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395
平成２８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）リベルタス・コンサ
ルティング

随意契約（企画
競争）

10,104,177 9月16日

地域の労働力となる人口構
成を踏まえた経済の姿と人口
移動を連動させ、地域の将
来の経済・人口の姿を描く経
済・人口モデルを構築・改良
し、少子化対策や人口移動
促進策、コンパクト化・ネット
ワーク化、生産性向上施策
などの政策効果シミュレー
ションによる分析等を行う。

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）

396
外国人観光客の動態調
査

（株）リクルートライフスタ
イル

随意契約（企画
競争）

9,990,000 9月16日

瀬戸内エリアを中心とした外
国人旅行者の滞在時間や動
線等のデータを把握しＰＤＣＡ
サイクルを回していくため、携
帯電話のローミングデータ等
を活用して外国人旅行者の
動向を継続的に分析し、今
後の事業効果の検証等に活
用

中国運輸局
観光部観光企画課
tel：082-228-8701

397

平成２８年度　メッシュ
別将来人口分布と施設
立地等を踏まえた地域
分析に関する調査

（一財）計量計画研究
所

随意契約（企画
競争）

9,482,400 9月16日

我が国の将来人口の国土上
での分布を把握するため、こ
れまで整備してきたメッシュ
別将来人口推計について、
更なる精緻化のための作業
を行う。また、本モデル等を
利用するとともに、国土数値
情報を基に分析を進め、大
都市圏の高齢化問題への対
応や「コンパクト＋ネットワー
ク」の形成など国土形成計画
において推進することとされて
いる施策の方向性を検討す
る。

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）
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398
平成２８年度二地域居
住等の推進に向けた先
進事例構築推進調査

日本工営（株）　東京支
店

随意契約（企画
競争）

8,802,000 9月16日

行政やＮＰＯ、民間会社等、
多様な主体で構成される協
議会等が実施する先導的な
取組をモデル的に支援しノウ
ハウを蓄積する。
また、空き家の活用と二地域
居住や二地域生活・就労、
地方移住がパッケージとなっ
た取組の効果的な実施方策
など、地方への人の流れの創
出や交流人口の拡大に向け
た具体的な施策等について、
有識者による委員会を設置し
検討する。

国土政策局
地方振興課 企画担当
tel：03-5253-8404

399
中南米地域における水
資源現況調査業務

株式会社建設技術研
究所

一般競争入札 6,480,000 9月16日
中南米地域における水資源
現況調査を行う。

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

400
平成２８年度地下水資
料収集業務

（一社）全国さく井協会 一般競争入札 2,667,600 9月16日

平成27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

401
下水道機械設備工事に
おける労務費調査業務

社会システム株式会社
随意契約（少額
随契）

982,800 9月16日
下水道機械設備工事におけ
る労務費調査を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

402
下水道事業における調
達に関する実態調査の
資料等作成補助業務

社会システム株式会社
随意契約（少額
随契）

961,200 9月16日

下水道事業における調達に
関する実態調査の資料等作
成補助を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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403

平成２８年度木材を利
用した官庁施設の維持
管理等に関する調査検
討業務

(株)ファインコラボレート
研究所

随意契約（企画
競争）

14,148,000 9月20日

木造建築物の維持管理及び
修繕の事例を収集し、木造の
事務所において、標準的に
実施すべき維持管理及び修
繕を計画し、必要な単価の
算出等の検討を行った。

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

404

北海道における広域観
光周遊ルート形成促進
事業に係る調査業務（Ｅ
ｘｐｌｏｒｅ　ＤＩＮＩＮＧプロ
ジェクト）（変更）

（株）北海道宝島旅行
社

随意契約（企画
競争）

▲ 7,413,006 9月20日

北海道ガーデン街道周辺地
区（上川・十勝エリア）におけ
る魅力あるコンテンツの調査
及びコンテンツを生かした「旅
のストーリー」開発

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

405
下水道管きょ空間利活
用に関する調査検討業
務

（公財）日本下水道新
技術機構

随意契約（企画
競争）

9,968,400 9月21日
下水道管きょ空間利活用に
関する調査検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

406
効率的な下水道事業実
施に向けた事業量分析
業務

（株）日水コン東京支所
随意契約（企画
競争）

6,804,000 9月21日
効率的な下水道事業実施に
向けた事業量分析を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

407

船舶バラスト水規制管
理条約付属のＧ７ガイド
ラインに基づくリスク評価
及びＧ８ガイドラインのレ
ビューに対応するための
戦略に関する調査研究

（株）水圏科学コンサル
タント

一般競争入札 5,853,600 9月21日

バラスト水処理設備に関する
各国の国際海事機関への提
案文書の分析を踏まえ、我が
国の対処方針を検討し、その
結果を取りまとめたもの

海事局検査測度課
tel:03-5253-8639

408

地域資源を活用した観
光地魅力創造事業「ニ
セコサマーステイ～夏の
スキー場利用によるマウ
ンテンリゾート活性化の
確立にむけて」に係る調
査業務

（公財）日本交通公社
随意契約（企画
競争）

5,000,000 9月21日

マウンテンバイクの最新コンテ
ンツ「フロートレイル」を導入、
また景観整備の必要性につ
いて学ぶため、リゾート先進
地へ視察する調査事業

北海道運輸局観光部
観光地域振興課
℡：011-290-2722

409

訪日外国人消費動向
地域調査　平成２８年
予備調査の実施に係る
業務

（株）サーベイリサーチセ
ンター

一般競争入札 58,860,000 9月23日

訪日外国人の我が国滞在中
の訪問地毎の旅行中支出を
把握するための予備調査を
実施する。

観光庁観光戦略課
tel：03-5253-8111(内
線27-216)
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410

入国諸手続に要する時
間の計測・公表とＣＩＱ周
辺エリアの快適性向上
に向けた提言に関する
事業

日本電気（株）
随意契約（企画
競争

26,946,000 9月23日

将来的に入国諸手続にかか
る所要時間短縮と待ち時間
を有効に活用した旅客への
情報提供を行っていくことを
念頭に、訪日外国人が多く訪
れる主要空港において、入国
諸手続に要する時間の計測・
公表を行い、とりまとめた報告
書。また、国内外の空港や他
のゲートウェイ箇所において
快適性向上のために行って
いる事例の収集を行った上
で、CIQエリアや制限エリアに
おいて旅客の快適性向上に
資する提案をとりまとめた報
告書。

観光庁参事官（外客受
入）
tel：03-5253-8111(内
線27-905)

411

高精度測位技術を活用
した公共交通システム
の高度化に関する技術
開発

（一財）運輸総合研究
所

随意契約（企画
競争）

25,920,000 9月23日

高精度の測位技術を活用し
た車載器に関する技術開発
を進めるとともに、高精度・リ
アルタイムな運行情報を事業
者間で共有し、利用者に一
元的に提供するシステムの
構築のための技術的検討を
行った。

総合政策局技術政策
課専門官（宇宙開発利
用推進）
tel：03-5253-8308

412
ＥＴＣ２．０対応スマホ連
携車載器設置等業務

（株）デンソー
随意契約（少額
随契）

111,240 9月23日

ETC2.0デモンストレーションの
実施において、対応コンテン
ツを表示する為のETC2.0対
応スマホ連携車載器の設置
及び撤去を行うものとする。

関東地方整備局道路
部交通対策課交通対
策係
tel：048-600-1346
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413
土木工事積算システム
の効率的運用に関する
調査検討業務

（一財）日本建設情報
総合センター

随意契約（企画
競争）

21,131,200 9月27日

現行の土木工事積算システ
ムにおける課題を整理し、積
算システムの更なる効率化・
高度化に向けたシステム要
件を検討するとともに、政府
共通プラットフォームに搭載
する場合のシステムの改良
（案）の検討及び概算開発費
用の算定等について検討。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本システム研究室
tel : 029-864-2677

414
用途規制の特例許可に
関する運用実態等調査
業務

（株）アルテップ
随意契約（企画
競争）

9,482,400 9月27日

特定行政庁における用途規
制の特例許可に関する運用
実態調査を行うとともに、社
会経済状況の変化に伴い出
現した新たな用途の分類整
理に向けた用途判断に関す
るポイントの整理等を行うもの
である。

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

415
土木工事における不調・
不落対策試行工事に関
する調査業務

（一財）国土技術研究セ
ンター

随意契約（企画
競争）

7,106,800 9月27日

不調・不落対策のため見積り
活用方式や間接工事費実績
変更方式など各種試行に取
り組んでいる土木工事（一般
土木、維持修繕、アスファル
ト舗装等）を対象に、不調・不
落対策工事の工事特性と価
格の乖離の関係の明確化を
目的に、標準積算と対策後
の積算内容、工事の難易
度、施工条件や工事価格に
反映される諸条件等につい
て整理。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本システム研究室
tel : 029-864-2677
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416
港湾地域における高潮
への対応方策調査業務

（株）エコー
随意契約（企画
競争）

6,966,000 9月27日

港湾地域における高潮への
対応に関し、関連する国内外
の計画、事例等を調査し、港
湾地域における高潮への対
応を担う部局に対するヒアリン
グの実施を支援し、高潮に関
する状況の進展に応じてとる
べき高潮への対応事項をとり
まとめるもの。

国土技術政策総合研
究所
沿岸海洋・防災研究部
沿岸防災研究室
046-844-5019（代表）

417
適正な土地取引監視、
最適な土地活用・管理
の在り方検討業務

（一財）土地総合研究
所

一般競争入札 3,596,400 9月27日

本業務では、国土利用計画
法に基づく区域市指定（監視
区域等）について、実務経験
者より指定当時の取組、課題
等に関するヒアリング等を行
いその内容を整理するととも
に、併せて区域指定により生
ずる影響等についても分析
し、今後、自治体が区域指定
を検討する機会が生じた際の
参考資料としてとりまとめるこ
とを目的とする。

土地・建設産業局企画
課土地取引係
tel：03-5253-8292

418
ＥＴＣ２．０データベース
システムプロトタイプ構築
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）

34,916,400 9月28日

ETC2.0プローブ情報を効率
的に転送・蓄積するため国総
研内にデータベースシステム
のプロトタイプの構築等を行う
ものである。

国土技術政策総合研
究所
道路交通研究部高度
道路交通システム研究
室
tel : 029-864-4496
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419
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

JV:先端建設技術セン
ター・野村総合研究所
設計共同体

随意契約（企画
競争）

34,884,000 9月28日

国土技術政策総合研究所で
は、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（「インフラ用ロボット情
報一元化システム」）を構築・
運用し、これにより、ロボット技
術について、維持管理及び
災害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
た研究を行っている。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本施工高度化研究室
tel : 029-864-7490

420
凸部等の設置による交
通安全対策の計画策定
状況に関する調査業務

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）

19,656,000 9月28日

本業務は、対策エリアの対策
立案実例調査、対策立案の
試行と立案プロセスの整理、
対策立案における合意形成
状況調査、凸部設置の合意
形成支援資料作成、及び、
凸部等の標準的な設置方法
調査を行う。

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

421
リモートセンシングによる
被災箇所探索手法検
討業務

三菱スペース・ソフトウエ
ア（株）

随意契約（企画
競争）

9,988,920 9月28日

災害発生直後に適切な調査
計画を立案し、被災状況全
容の把握に要する時間を概
算するために、各種センサを
搭載した人工衛星、航空機、
ヘリコプター（以下、「プラット
フォーム」という）の災害状況
把握能力を定量的に評価す
る手法の確立を行った。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部
土砂災害研究室
tel : 029-864-2213
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422

北陸新幹線の金沢延伸
による公共交通の変化
及び経済効果等に関す
る調査

（株）ケー・シー・エス北
陸支社

随意契約（企画
競争）

9,983,212 9月28日

本調査では、北陸新幹線の
金沢延伸が新幹線沿線地域
の既存公共交通に与える影
響、延伸に伴う各種経済効
果について調査を実施するこ
ととする。
また、本調査では、地域間の
流動状況や他地域との比
較、管内の経済効果の視点
を含め、これらを多面的に検
証することとする。

北陸信越運輸局
交通政策部交通企画
課
tel：025-285-9151

423

我が国舶用工業製品の
ライフサイクルコストに資
するデータ標準化に関
する調査業務

（一社）日本舶用工業
会

一般競争入札 8,966,619 9月28日

船内で舶用機器の故障が発
生した際に取得が必要な情
報を全て網羅する「船内情報
統合システム」の国際標準化
に向けて、そのための課題を
整理することを目的に調査を
実施

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

424

水の都東京・天王洲運
河～水辺環境を生かし
たリゾートアイランド計画
都心型の観光地創造～
－観光地誘致の為の
マーケティング及び施策
の検証について－

（一社）天王洲・キャナ
ルサイド活性化協会

随意契約（企画
競争）

8,000,000 9月28日

観光客を誘致する為のマー
ケティングを行うことにより、
ターゲット層とその層への訴
求性のあるイベント等を計画
する。また、既存環境（水辺）
を有効に活用する為の社会
実験を行いインバウンドの獲
得を目指す。それらの施策を
有効に伝える為、情報発信
機能のさらなる充実を行う。

関東運輸局観光部観
光地域振興課045-
211-7265



平成２８年度　委託調査費に関する契約状況（７月～９月） 様式５

【会計名：一般会計】
（単位：円）

備考概要 部局等名契約金額
契約

締結日
番号

物品役務等の名称
及びその明細

契約の相手方
法人名称

契約形態の別

425
『温泉宴会文化と豊か
な自然が織りなす“東京
の奥座敷”体験』事業

（株）ケー・シー・エス東
京支社

随意契約（企画
競争）

7,992,000 9月28日

鬼怒川観光のイメージ構成
要素、イメージ評価要因の特
定、他地域との比較における
立ち位置（ポジション）の分
析、発信すべきイメージの方
向性、潜在的なニーズ等を
整理するために、マーケティ
ング調査を実施する。その調
査結果をふまえて、地域資
源を活用した具体的施策の
検討を行い、さらには、その
施策を観光客へ有効に伝え
るための情報発信機能の確
立を図る。また、かねてから
の課題である二次交通につ
いて、観光客の移動利便性
を高めるための実証実
験や、交通関係者のおもてな
し向上のための講習会を行
い、受入環境のボトムアップ
を目指す。

関東運輸局観光部観
光地域振興課045-
211-7265

426

富岡製糸場を核とした
まちづくり～自然と歴史
と文化を紡ぐまちとみお
か～事業

（株）ＪＴＢ関東　ＪＴＢ法
人営業群馬支店

随意契約（企画
競争）

7,480,000 9月28日

観光サイン計画と連動した観
光マップを作成し、観光地情
報を提供することで、市内中
心部の回遊性を向上させ、こ
れにより外国人観光客を含
む誰もが道に迷わない環境
を作るとともに、観光経済効
果の面的拡大を図る。

関東運輸局観光部観
光地域振興課045-
211-7265

427
市場機能を活用した防
災・減災対策の推進に
関する調査・検討業務

（株）野村総合研究所
随意契約（企画
競争）

6,966,000 9月28日

市場機能を活用した防災・減
災対策の推進に関する調査・
検討を行う

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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428

地域資源を活用した観
光地魅力想像事業『日
本最古にして最大のメ
ディアタウン－秋葉原
－』

ユーシーテクノロジ（株）
随意契約（企画
競争）

4,999,860 9月28日

マーケティング調査の結果に
基づき、地域との連携を図り
ながら、増加する訪日外国人
観光客に対し、この秋葉原文
化により生まれた地域資源を
活かして地域の魅力を発信
することで訪日外国人観光
客の増加を促進すると共に、
ボランティアガイドの育成など
受入体制の構築や旅行企画
商品の開発など新たな魅力
創造を図ることで満足度の向
上を図る。

関東運輸局観光部観
光地域振興課045-
211-7265

429
公共交通における効果
的なニーズ把握に関す
る調査

（株）ライテック
随意契約（企画
競争）

2,980,800 9月28日

地域住民の公共交通に対す
るニーズ把握を効率的かつ
効果的に行うための調査方
法（アンケート手法やインタ
ビュー手法等）及び調査結果
の分析方法について具体的
かつ網羅的に整理する。

関東運輸局交通政策
部交通企画課　045－
211－7209

430
関東運輸局管内におけ
る交通に対する市民意
識に関する調査

（株）ライテック
随意契約（企画
競争）

1,998,000 9月28日

インターネットを活用し、公共
交通利用者等としての一般
市民を対象に、公共交通の
利用状況とそれに基づいた
意識調査を行う。

関東運輸局交通政策
部交通企画課　045－
211－7209
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431
倉吉市レトロ＆クール
ツーリズムマーケティン
グ調査業務

（株） 新創社
随意契約（企画
競争）

1,995,840 9月28日

倉吉市内にある観光資源・
観光施設及びポップカル
チャー関連イベントなどへ訪
問した国内観光客を対象とし
た、各種調査・分析を行い、
観光メニューの更なる充実
や、ニーズをとらえた効果的
なプロモーション、観光改善
方策などの内容を盛り込んだ
観光戦略を作成

中国運輸局
観光部観光地域振興
課
tel：082-228-8703

432
ＩＴを活用した特殊車両
通行許可事務の効率化
検討業務

ＩＴを活用した特殊車両
通行許可事務の効率化
検討業務パシフィックコ
ンサルタンツ・道路新産
業開

随意契約（公募） 34,992,000 9月29日

　本業務は、ＩＴを活用した特
殊車両通行許可事務の効率
化を図るため、特殊車両通
行許可の迅速化を目的とした
電子データを活用した自動審
査システムの強化、現地取
締り時における効率的な許可
証情報確認を目的とした許
可証の電子化及び利用者へ
の有効的な道路情報提供を
目的とした道路情報便覧の
情報利活用について、検討を
行うものである。

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

433
北海道港湾における複
合一貫輸送の効率化検
討業務

パシフィックコンサルタン
ツ（株）

随意契約（公募） 11,934,000 9月29日

航路毎の背後圏や品目毎の
流動範囲の整理、海上輸送
に関わる変化分析等から複
合一貫輸送の効率化につい
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
(内5617)
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434
建築物の大地震時の床
応答加速度評価に関す
る解析業務

（株）構造計画研究所
随意契約（企画
競争）

9,828,000 9月29日

災害拠点建築物を想定した
建築物モデルを対象として、
弾塑性地震応答解析によっ
て大地震時の床応答加速度
を評価し、非構造部材の耐
震設計に用いる床応答加速
度の設定に資する技術資料
として収集・整理する。

国土技術政策総合研
究所建築研究部基準
認証システム研究室
tel : 029-864-4387

435
施設の維持管理情報等
の連携に関する調査業
務

（株）長大
随意契約（企画
競争）

4,968,000 9月29日

本業務は、国総研が策定し
た空間情報連携仕様に基づ
き各種施設の情報を集約し
情報連携を推進するための
「施設情報利活用システム」
の仕様を検討し、国・地方公
共団体において施設情報利
活用システムによる情報集
約や情報連携を図るための
「情報連携マニュアル」を作
成するものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資
本情報基盤研究室
tel : 029-864-4916

436
東北圏広域地方計画
推進検討業務

（株）福山コンサルタント
一般競争入札
（総合評価方式）

3,780,000 9月29日

　平成28年3月に策定された
「東北圏広域地方計画」の着
実な推進に向けて、計画の
フォローアップに関する検討
及び資料作成を行うもの。

東北地方整備局企画
部企画課地方計画係
tel：022-225-2171

437
平成２８年度府領第一
橋等における熊本地震
による地震動推定業務

（株）ニュージェック
随意契約（少額
随契）

972,000 9月29日

平成28年熊本地震の本震
及び最大前震により、府領第
一橋及び詫麻跨道橋におい
て生じた地震動を、これらの
地点の余震観測記録等に基
づき推定するものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究
室
tel : 029-864-3245
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438

実船の流場計測等によ
る船舶の高度性能評価
システムの構築のため
の調査研究業務

（株）日本海洋科学
随意契約（企画
競争）

130,999,320 9月30日

実船における流場計測等を
通じて、省エネ性能等の定量
評価を可能とするための数値
流体力学（ CFD）の高度化を
図るとともに、我が国固有技
術となる高度化したCFDを活
用した高度な性能評価手法
の国際基準化を図るための
調査を実施

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

439
平成28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）

28,944,000 9月30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。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

440
平成28年度　コンクリー
ト構造物の維持管理に
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）

25,920,000 9月30日

鉄道コンクリート構造物の変
状の把握方法から対策まで
の体系等を整理し、維持管
理の実務者が理解しやすい
手引きを取りまためるための
調査研究を行った。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

441

ミャンマーの石油ガス開
発に資する浮体技術を
用いたサプライベースに
関する検討

J-DeEP技術研究組合
随意契約（企画
競争）

20,590,000 9月30日

ミャンマー政府が求めるサプ
ライベースにおける我が国の
浮体技術活用の可能性を検
討するため、サプライベース
の場所の選定、及びその場
所を選定した場合の課題や
問題点を検証

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634
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442
ＳＯｘ規制強化の対応に
向けた調査検討

（株）日本海洋科学
随意契約（企画
競争）

11,996,823 9月30日

燃料電池を活用した天然ガ
ス燃料複合システム搭載船
の普及に向けた基盤整備を
行うため、天然ガス燃料供給
方式の比較やこれらに係る安
全要件・安全対策についての
調査検討を行うもの。

海事局海洋・環境政策
課
tel:03-5253-8636

443

ＶＪ「鉄道を利用した個
人旅行者への『東京＋
（ＰＬＵＳ）』情報発信事

業」

（株）びゅうトラベルサー
ビス

随意契約（企画競
争） 6,225,000 9月30日

台湾・香港・タイ・中国の主に
２０代～３０代のＦＩＴやリピー
ターをターゲットとして、訪日
旅行者にとって最大の目的
地「東京」を拠点とした手軽
な旅行「東京＋(ＰＬＵＳ)」を
テーマに外国人観光客誘客
事業を実施する。具体的には
メディア及び旅行会社を招請
し、広告宣伝によるメディアへ
の露出を行うとともに、旅行
会社による旅行商品造成に
より、連携先である群馬県、
新潟県、山梨県富士河口湖
町及び富士急行線沿線エリ
アへの訪日旅行者増加と連
携先エリアの冬ならではの魅
力的な観光地、温泉、グルメ
等を目的とした日帰り、１泊２
日程度の鉄道等公共交通機
関を利用した旅行スタイルの
確立を図る。

関東運輸局観光部国
際観光課　045－211
－7273

444
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 4,968,000 9月30日

海外の路面電車について、
安全・環境基準、運用状況
等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:03-5253-8546
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445
平成２９年地価調査業
務に係るデータ集計、分
析等業務（第１回変更）

ＴＩＳ（株） 一般競争入札 3,618,000 9月30日 当初契約（4月1日）へ記載
土地・建設産業局地価
調査課地価公示室公
示係

446

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 9月30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、維
持管理の実務者が日常の業
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
を行い、原案を作成した。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8546

447
平成２８年度　愛知国
道交通円滑化検討業
務

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ　中部支店

随意契約（公募） 1,728,000 9月30日 当初契約（４月１４日）へ記載
中部地方整備局道路
部
道路計画課調査係

448
中小造船業に係る市場
動向調査

柿島　勝
随意契約（少額
随契）

649,026 9月30日

中小造船事業者を対象に造
船市場の動向及び今後の見
通しについての調査

海事局船舶産業課
tel:03-5253-8634

8,935,301,912


