
令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

1

平成31年度　TICAD7
（第7回アフリカ開発会
議）開催に向けたインフ
ラ展開促進支援等業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 32,591,900 4月1日

令和元年8月の「TICAD7（第7回アフリカ
開発会議）」における「質の高いインフラ」
をテーマとしたサイドイベント等を開催し、
その成果を踏まえて、我が国企業が現地
進出、案件形成等を行う上での課題の抽
出・分析及び課題解決策の提案並びに
課題解決に向けた相手国政府への提
案・要望事項の整理等を行うもの。

総合政策局国際政策課
（グローバル戦略）企画係
03-5253-8111

2
平成31年度ＩＭＯの環境
規制への対応に係る調
査

日本エヌ・ユー・エス（株） 8011101057185 一般競争入札 5,093,000 4月1日

持続性浮遊物質の排出規制及びバラス
ト水管理条約等について国際海事機関
の審議動向及び各国のスタンスの把握を
行う。また、貨物残留物の排出規制導入
後の問題対処のための国内外状況の調
査を行う。

総合政策局海洋政策課
tel:03-5253-8267

3

平成３１年度日ＡＳＥＡＮ
物流専門家会合（マ
レーシア）の実施運営事
業

日通旅行(株) 4010601042469 一般競争入札 4,944,175 4月1日

日ASEANでｸﾞﾘｰﾝ物流･ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ物流･
物流人材育成について議論を行うため
の､ﾏﾚｰｼｱにおける専門家会合を開催支
援した｡

総合政策局参事官(国際
物流)室
tel:03-5253-8800

4

平成31年度　「質の高
いインフラ投資」の理解
促進に向けた中央アジ
ア地域におけるインフラ
システム海外展開促進
支援業務

平成31年度　「質の高いイン
フラ投資」の理解促進に向け
た中央アジア地域におけるイ
ンフラシステム海外展開促
進支援業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 3,916,000 4月1日

中央アジア（特に、ウズベキスタン・キルギ
ス）において、2015年から開催してきた
官民インフラ会議等から得られた先方政
府の関心事項を踏まえ､現地にて官民イ
ンフラ会議及び相手国政府要人との会
談等を開催し、官民双方で交流を深め、
「質の高いインフラ投資」の理解促進を図
る。そして､我が国企業が現地進出、案件
形成等を行う上での諸課題への解決策
提案のために必要な情報収集等を行うも
の。

総合政策局国際政策課
（グローバル戦略）国際交
渉官
tei:03-5253-8111
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5
歩行者移動支援に関す
るデータサイトの運用
サービス提供業務

(株)ユアシスト 6030001012036 随意契約（少額随契） 810,000 4月1日
「歩行者移動支援サービスに関するデー
タサイト」公開サーバの運用サービスを行
う。

総合政策局総務課政策
企画官（総合交通体系担
当）
03-5253-8111
（53115）

6

下水道処理施設維持
管理業者登録システム
の改元に伴う改修及び
運用支援業務

（株）ボックタック 6010801013029 一般競争入札 1,598,400 4月1日
下水道処理施設維持管理業者登録シス
テムの改元に伴う改修及び運用支援業
務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

7
平成３１年度水管理・国
土保全局ホームページ
運営補助業務

（株）オーエムシー 9011101039249 一般競争入札 588,060 4月1日
平成３１年度水管理・国土保全局ホーム
ページ運営補助業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

8
平成３１年度海外におけ
る日本庭園保全再生方
策検討調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 40,720,376 4月1日

海外の日本庭園を通じた国際交流やイン
バウンド促進効果を適切に発揮するた
め、海外日本庭園の修復に係るモデル事
業の実施を通じて、外国人技術者向けの
維持管理マニュアルの整備を行うととも
に、日本の造園技術者と連携した海外日
本庭園を修復するための支援体制の構
築に向けた検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

9
官民データ利活用推進
調査業務

セントラルコンサルタント(株) 1010001088264 随意契約（企画競争） 32,934,000 4月1日

都市の人口・商業データや、土砂災害・
津波などの災害リスク情報を、誰もがリア
ルに実感し、理解できる「都市構造の見
える化」ツールの高度化と普及啓発を図
ることで、都市政策における「データに基
づくまちづくり」を推進に向けた検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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10
緑化施設等による都市
の暑熱対策に関する実
証調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 29,426,100 4月1日

民間事業者と連携して壁面緑化等とミス
トを組み合わせた「ミスト併用型の緑化施
設」を、多くの人々が集まる公園や広場
等に設置し、実際に暑熱対策を行いなが
ら、今後の緑化施設等による暑熱対策の
普及に必要な検証を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

11
ガーデンツーリズムの効
果的な普及促進及び支
援手法検討調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 27,472,500 4月1日

複数の庭園等が連携し、魅力的な体験
や交流を創出する取組であるガーデン
ツーリズムについて、登録制度の運用及
び各地でのシンポジウムの開催、ホーム
ページの作成等の国内外への効果的な
普及促進を行うとともに、各関係組織へ
の効果的な支援の手法について調査検
討、実施を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

12
駅周辺整備に関する海
外展開戦略の検討調
査・支援業務

共同提案体（代）（株）日建
設計総合研究所　他１社

7010001007490 随意契約（企画競争） 16,995,000 4月1日

駅周辺整備に関する国内外の事例につ
いて情報整理及びインドにおける先方政
府関係者等の理解を深めることを目的と
した現地セミナーの開催。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

13

今日的な課題に柔軟に
対応した新たな市街地
再開発事業手法の検討
業務

共同提案体（代）（公財）都
市計画協会　他１社

5010005018899 随意契約（企画競争） 15,906,000 4月1日
市街地再開発事業の事業成立性を高
め、事業施行後の持続的な地域の活性
化を実現するための方策を検討。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

14

都市の課題解決に向け
た先進的技術を活用し
たスマートシティ推進方
策検討業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490 随意契約（企画競争） 15,862,000 4月1日

スマートシティ推進の更なる加速化・普及
展開に向けて我が国で同様のプロジェクト
を推進するための制度設計のあり方等を
検討

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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15

スマートフォン等を活用
した都市交通調査の深
度化に向けた検討調査
業務

共同提案体（代）（株）福山コ
ンサルタント　他１社

5290001016276 随意契約（企画競争） 14,960,000 4月1日

国土交通省都市局では、スマートフォン
やビッグデータ等から得られる行動データ
をもとに、地区レベルの施設配置や交通
施策を検討する手法「スマート・プランニ
ング」の開発を進めている。本業務では、
過年度までの業務で作成された歩行者
回遊シミュレーションモデルについて、シェ
アサイクル、高齢者福祉施設や子育て施
設配置等の評価も可能となるよう改良を
行ったとともに、移動軌跡データを用いた
広域的な計画策定手法についても検討
を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

16

郊外住宅団地等を対象
とした自動運転技術を
活用したモビリティ確保
方策等検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 14,960,000 4月1日
郊外住宅団地等における自動運転技術
の活用によるモビリティ確保方策等の検
討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

17

今日的な課題に柔軟に
対応した新たな土地区
画整理事業手法の検討
業務

共同提案体（代）街づくり区
画整理協会　他１社

4010005018652 随意契約（企画競争） 13,915,000 4月1日

柔軟な土地区画整理事業手法の新たな
あり方を検討し、時代の要請に対応した
事業手法への見直しの方向性をとりまと
め。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

18
コンパクトシティ施策の
質向上に向けた方策検
討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 12,155,000 4月1日

立地適正化計画制度創設から現在に至
るまでのコンパクトシティ施策に関する各
種データの整理を行うとともに、都市計画
基本問題小委員会等の議論を踏まえな
がら都市の規模や土地利用に応じた適
切な運用や誘導施策に関する検討を行
い、連携分野や誘導施策毎の優良事例
を取り纏めた。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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19

民間の資金やノウハウを
活用した都市再生整備
計画事業等の活用方策
検討業務

（株）URリンケージ 3010001088790 随意契約（企画競争） 11,990,000 4月1日
都市再生整備計画事業等の支援制度を
活用した更なる推進方策の検討や事業
効果分析等を検討。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

20
都市緑化等による温室
効果ガス吸収源対策の
推進等に関する調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 10,670,000 4月1日

京都議定書第二約束期間（2013年～
2020年）における、条約事務局に提出す
る都市緑化等による温室効果ガスの吸
収量の算出に係るデータ整備を行うととも
に、パリ協定に基づく2020年以降の都市
緑化等による吸収源対策に係る課題の
整理及び対応の検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

21
都市計画基礎調査デー
タの利活用環境の充実
に関する検討調査業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490 随意契約（企画競争） 10,175,000 4月1日

社会のデジタル化の進展が加速する中、
自治体が保有する都市計画基礎調査情
報が都市マネジメントの分析・評価などの
基盤となるよう、行政の効率化・コスト縮
減等の観点や当該調査情報を取り巻く環
境変化への適応等の観点も踏まえつつ、
利活用環境の普及やデータの充実につ
いての検討等を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

22
北京国際園芸博覧会
出展調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 10,164,000 4月1日

国際園芸博覧会を、日本の有する造園
文化や高度な造園緑化技術を海外発信
する機会と捉え、出展に係る全体的な
コーディネートや現地調整、設計、整備等
の調整を行う等、我が国の伝統的な造園
緑化技術の効果的な情報発信や、今後
の我が国の造園緑化技術の海外展開の
方策について検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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23

平成３０年度首都圏整
備に関する年次報告
（平成３１年版首都圏白
書）作成業務

勝美印刷（株） 9010001001855 一般競争入札 6,271,408 4月1日

首都圏整備法第30条の2に基づき、平
成30年度首都圏整備に関する年次報告
（令和元年版首都圏白書）を国会等へ提
出する公表資料等のデータ作成及び印
刷製本業務を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

24

都市公園等整備現況
調査及び都市公園等整
備現況調査システム改
良業務

（株）ボックタック 6010801013029 一般競争入札 4,283,280 4月1日

都市公園等整備現況調査システムを運
用して全国の都市公園等の整備現況に
関する基礎情報の収集及びとりまとめを
行ったとともに、都市公園等整備現況調
査システムの改良を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

25
平成３１年度　道路施
策に係る資料管理業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 一般競争入札 9,644,400 4月1日
道路施策に係る各種資料を効率的に管
理するためのシステムの構築・保守運用
を行う

道路局企画課企画第二
係
tel：03-5253-8485

26

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

（株）アール・アイ・エー 6010401000963 随意契約（企画競争） 20,350,000 4月1日

防災・環境・福祉性能等の昨今の政策課
題に対応した優れた市街地再開発事業
等を促進するため、実態把握や取りまと
めたデータ等を踏まえ、住宅・建築物の
性能向上を図る方策に関する検討を行
う。

住宅局
市街地建築課
内線：３９－６５４

27

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 5011001027530 随意契約（企画競争） 16,995,000 4月1日

社会・経済情勢の変化に伴い生じる建築
基準法集団規定に対する新たなニーズ
に対応するため、現行制度の特例許可
等の運用の実態調査等を通じて現行制
度の課題の整理や必要な措置の検討を
行う。

住宅局
市街地建築課
内線：３９－６３４
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28

大臣認定に係る事務処
理の効率化・迅速化に
資するシステムの検討・
構築等

スリーハンズ（株） 4010001086959 随意契約（企画競争） 10,626,000 4月1日

大臣認定に係る事務処理の効率化・迅
速化等のため、及び申請者の負担軽減、
利便性向上を図るため、大臣認定の電
子申請を可能にするための環境整備等
を行う。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５７７

29
２０１９年空き家所有者
実態調査実施関連業
務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 37,279,000 4月1日

５年ごとに全国の空き家等について利用
状況、管理状況、所有者の意識･意向等
を把握することにより、「住生活基本計画
（全国計画）」（平成28年３月閣議決定）
における空き家に関する基本的施策の検
討等に資する基礎資料を得ることを目的
とする（前回まで「空家実態調査」として
実施）。
2019年調査では、所有者の特定率及び
回収率を向上させるため、空き家所有者
の特定方法を変更するとともに、オンライ
ン調査を導入する。

住宅局住宅政策課
内線：３９－２４４
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30
平成３０年住生活総合
調査集計・分析関連業
務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 24,497,000 4月1日

住生活総合調査は、居住環境を含めた
住生活全般に関する実態や居住者の意
向・満足度等を総合的に調査し、住生活
基本法に基づく住生活の安定・向上に係
る総合的な施策を推進する上で必要とな
る基礎資料を得ることを目的とした５年周
期の統計調査である。2020年度に住生
活基本計画の見直しが予定されており、
平成30年調査の結果は、現行計画の進
捗状況の把握、新たな目標の設定に向
けた検討等において、重要な役割を担う
ものである。
住生活総合調査では、調査を効率的に
行うため、住宅・土地統計調査（総務省）
の回答世帯から抽出した全国約12万世
帯を対象に実施し、両調査から得られた
データを紐付けて集計・分析することとし
ている。平成31年度に総務省から平成
30年住宅・土地統計調査のデータが提
供されることから、本業務では、両調査を
紐付けて集計・分析を行うことにより、住
生活基本計画の見直しに向けた検討に
適切な資料を提供することを目的とする。

住宅局住宅政策課
内線：３９－２３５

31
平成３１年度３次元モデ
ルの利活用推進のため
の調査検討業務

一般財団法人　日本建設情
報総合センター

4010405010556 随意契約（企画競争） 13,348,800 4月1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・管理シ
ステムを効率化・高度化することを目的と
して、BIM/CIM（Building/Construction
Information Modeling, Management）の導
入による新たな建設生産・管理システム
の構築について検討する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111

32
平成３０年法人土地・建
物基本調査の集計及び
審査等業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 518,380,560 4月1日
５年周期で行っている法人土地・建物基
本調査の集計及び審査等を行った。

土地・建設産業局企画課
指導係
tel:03-5253-8376
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33
取引価格等土地情報の
実査・提供等に関する
業務

（一財）土地情報センター 2010005016674
一般競争入札（総合評価方
式） 172,260,000 4月1日

法務省から提供される登記データの加
工、調査票発送データの整備、調査関連
資料の作成、公表データの整備及びその
他必要に応じたデータの整備等を実施す
るとともに、データの信頼性向上等を目的
として、作業方法等の検討を行った。

土地・建設産業局不動産
市場整備課情報分析係
tel：03-5253-8375

34
平成３１年度建設分野
外国人材の受入れに係
る制度推進事業等業務

（一財）国際建設技能振興
機構

8010005023467 随意契約（企画競争） 91,308,345 4月1日

特定監理団体、受入建設企業及び特定
技能所属機関に対する巡回指導や、外
国人建設就労者及び特定技能外国人に
対する電話相談等を実施した。

土地・建設産業局建設市
場整備課労働資材対策
室監理第一係
tel：03-5253-8283

35
平成３２年地価調査業
務

（公社）日本不動産鑑定士
協会連合会

7010405010470 随意契約（企画競争） 51,889,200 4月1日

地価公示法の規定に基づき行った１月１
日現在の標準地の価格判定について、
地価公示鑑定評価員が対象となる標準
地の選定や点検を行った。

土地・建設産業局地価調
査課公示係
tel:03-5253-8379

36
土地取引情報等の集計
及び提供に係る業務

（一財）土地情報センター 2010005016674 一般競争入札 22,680,000 4月1日

土地取引の件数及び面積等の動向を把
握するための基礎的な情報を得ることを
目的とし、土地取引規制制度の円滑かつ
的確な運用を行うために、土地取引情報
等の全国集計を行った。

土地・建設産業局企画課
tel:03-5253-8376

37
平成３１年度主要都市
における高度利用地の
地価分析調査業務

（一財）日本不動産研究所 2010405009567 随意契約（企画競争） 21,978,000 4月1日

地価動向を先行的に表しやすい主要都
市における高度利用地について、四半期
毎の詳細な市場分析及び土地価格の変
動率の調査を行った。

土地・建設産業局地価調
査課公示係
tel:03-5253-8379

38
平成３０年法人土地・建
物基本調査の復元倍率
検討等業務

（公財）統計情報研究開発
センター

1010005018944 随意契約（企画競争） 21,783,600 4月1日
５年周期で行っている法人土地・建物基
本調査の復元倍率の検討等を行った。

土地・建設産業局企画
課指導係
tel:03-5253-8376
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39
平成３１年度不動産価
格指数の算出関連業務

Ｐｒｏｐ　Ｔｅｃｈ　ｐｌｕｓ（株） 1010401106625 随意契約（企画競争） 16,170,000 4月1日

不動産価格指数の作成に必要なアン
ケート情報のパンチングを行い、パンチン
グしたアンケート情報と国土交通省から貸
与するデータからプログラムを用いて不動
産価格指数の算出を行った。

土地・建設産業局不動産
市場整備課情報分析係
tel：03-5253-8375

40
訪日外国人消費動向
調査の実施に係る業務

（株）サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
一般競争入札（総合評価方
式） 279,180,000 4月1日

訪日外国人旅行者の消費動向を明らか
にし、外国人観光客誘致に関する施策の
企画立案、評価等のための基礎資料を
得ることを目的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-223)

41
宿泊旅行統計調査の実
査・集計・分析業務

（株）インテージリサーチ 6012701004917 一般競争入札 183,600,000 4月1日
わが国の宿泊旅行の全国規模の実態等
を把握し、観光行政の基礎資料とするこ
とを目的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-216)

42
産学連携による観光産
業の中核人材育成・強
化に関する業務

国立大学法人小樽商科大
学

9430005008078 随意契約（企画競争） 75,600,000 4月1日

地域の観光産業を担う中核人材を育成・
強化するため、大学における社会人の学
び直しのための教育プログラム構築・実施
に向けた支援並びに自立・持続可能な産
学連携による教育プログラム構築・実施
の仕組みづくりについての検討及び実証
事業を実施。

観光庁参事官(観光人材
政策担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-329)

43
旅行・観光消費動向調
査の実施に係る業務

（株）インテージリサーチ 6012701004917 一般競争入札 60,480,000 4月1日
わが国の旅行の実態を全国規模で把握
し、観光行政の基礎資料とすることを目
的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-216)

44
外国人造船就労者受
入事業に係る巡回等業
務

（一財）日本海事協会 7010005016678 一般競争入札 52,920,000 4月1日

造船分野において、外国人就労者の受
入れを行うため、「外国人造船就労者受
入事業に関する告示」及び「外国人造船
就労者受入事業に関するガイドライン」に
基づき、外国人造船就労者受入事業を
実施しているが、ガイドラインにおいては、
受入れ企業等に対して巡回指導すること
となっており、巡回指導の専門チームを
構成するための業務

海事局船舶産業課造船
施設係
tel:03-5253-8634
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45
旅行・観光による経済
効果等に関する調査研
究

（公財）日本交通公社 5010005018866
一般競争入札（総合評価方
式） 32,167,130 4月1日

旅行・観光産業は裾野の広い産業であ
り、わが国の旅行・観光消費による経済
効果の推計を行うことを目的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-216)

46
訪日外国人消費動向
調査の集計・分析に係
る業務

（公財）日本交通公社 5010005018866
一般競争入札（総合評価方
式） 29,908,202 4月1日

訪日外国人旅行者の消費動向を明らか
にし、外国人観光客誘致に関する施策の
企画立案、評価等のための基礎資料を
得ることを目的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-223)

47
産学連携による観光産
業の経営人材育成に関
する業務

（株）日本経済新聞社 3010001033086 随意契約（企画競争） 29,454,545 4月1日

観光産業をリードするトップレベルの経営
人材育成を目的として、「観光ＭＢＡ」の
発展並びに継続的な経営人材輩出のた
め、産学連携の取組持続に向けた検討
及び実証事業を実施。

観光庁参事官(観光人材
政策担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-329)

48
旅行・観光消費動向調
査（2019年1-3月期
分）の実施に係る業務

（株）日本リサーチセンター 5010001062587 随意契約（競争性なし） 20,421,940 4月1日
わが国の旅行・観光における消費実態を
明らかにするための調査

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-216)

49
ＡＩ（人工知能）等導入に
よる旅行サービスの高
度化事業

アクセンチュア（株） 7010401001556 随意契約（企画競争） 19,000,000 4月1日
旅行サービスの高度化とそれを通じた地
域経済の活性化に向け、ＡＩツール等の
導入による効果検証を実施。

観光庁参事官(旅行振興
担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-338)
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50
造船・舶用工業分野に
おける特定技能試験問
題等の作成等業務

（一財）日本海事協会 7010005016678 一般競争入札 15,768,000 4月1日

「特定技能制度」で受入れる外国人材の
技能及び日本語能力を測る試験問題を
作成するとともに、当該試験を公正かつ
円滑に実施するためのマニュアル等を作
成する。

海事局船舶産業課造船
施設係
tel:03-5253-8634

51
ロシアへの日本人旅行
者拡大支援調査事業

（株）ＪＴＢ 8010701012863 随意契約（企画競争） 13,993,452 4月1日

ロシアへの日本人旅行者の拡大に向け
て、旅行商品の造成支援や効果的な情
報発信の検証等、観光の開発に必要と
なる基礎的な調査の実施。

観光庁参事官(旅行振興
担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-310)

52

内航海運事業における
燃料サーチャージ等ガ
イドラインの策定に向け
た調査

（株）日本海洋科学 1020001077159 随意契約（企画競争） 4,966,920 4月1日

令和2年1月からのＳＯｘ規制強化に伴
い、内航海運業において生じる環境コスト
（燃料価格の大幅な変動、スクラバー設
置費等）の適切な分担のため、内航海運
業においても燃料サーチャージ制の普及
促進に向けたガイドラインを作成し、内航
海運事業者にその導入を働きかけていく
とともに、荷主等の理解醸成を図る。

海事局内航課業務係
tel:03-5253-8622

53
シップ・リサイクル条約の
発効促進に関する調査

（株）日本海洋科学 1020001077159 随意契約（企画競争） 3,466,800 4月1日

シップ・リサイクル条約の発効促進に向け
て、シップ・リサイクルの現状に関する情
報収集や、同条約の早期発効向けた課
題の抽出を行うとともに、同条約の発効
見通しに関するシナリオ分析及び発効促
進方策の検討等を行うもの。

海事局船舶産業課海洋
開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ係
tel:03-5253-8634
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54
大規模災害発生時の早
期の情報収集に資するＩ
Ｔ環境の提供

日本ユニシス(株) 2010601029542 一般競争入札 3,047,640 4月1日

大規模災害発生時に鉄道局が指定する
鉄道事業者がインターネット回線を活用し
て、あらかじめ設定した路線、駅間及び駅
毎に運行情報や被災状況を即座に国土
交通省鉄道局に報告できるＩＴシステムの
提供を実施。

鉄道局安全監理官
tel:03-5253-8548

55
船内における船員の生
活実態調査

セイコーソリューションズ（株） 8040001079502 随意契約（少額随契） 999,000 4月1日
アプリケーションを使用して船員の船内活
動情報を収集するもの。

海事局船員政策課労働
環境対策室指導係
tel:03-5253-8652

56
改元に伴う船舶登録測
度データベースシステム
の改修

アスコープ（株） 4010001086372 随意契約（少額随契） 945,000 4月1日
船舶登録測度データベースシステムにつ
いて、新元号に対応できるよう改修作業
を行う。

海事局検査測度課登録
測度室
tel:03-5253-8639

57

鉄道運転事故・鉄道運
行情報等に関する情報
収集体制の強化に係る
環境整備

(株)レスキューナウ 4010701013072 随意契約（少額随契） 981,000 4月1日

鉄道運転事故・鉄道運行情報等につい
て、鉄道事業者のウェブサイト・ＳＮＳ・電
話、在京ＴＶキー局のニュース、通信社
のホットニュース等により２４時間体制で
情報収集を行い、必要に応じて直ちに指
定したメールアドレスに情報を送信する。

鉄道局安全監理官
tel:03-5253-8548

58

平成３１年度最新の国
際動向を踏まえた防災
の主流化推進方策検討
業務

平成３１年度最新の国際動
向を踏まえた防災の主流化
推進方策検討業務　特定非
営利活動法人日本水フォー
ラム・国立大学法人政策研
究大学院大学共同提案体

- 随意契約（企画競争） 39,960,000 4月3日
平成３１年度最新の国際動向を踏まえた
防災の主流化推進方策検討業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

59
平成３１年度　河川行
政等における情報発信
方策に関する検討業務

（株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 19,548,000 4月3日
平成３１年度　河川行政等における情報
発信方策に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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60
平成３１年度土地取引
情報座標付与検討業
務

（株）ゼンリン　東京営業部 5290801002046 随意契約（企画競争） 13,200,000 4月3日

取引された不動産について不動産価格
指数の算出に必要な情報を補完する手
法を検討するとともに、毎月位置情報を
補完し、国土交通省に提供を行った。

土地・建設産業局不動産
市場整備課情報分析係
tel：03-5253-8375

61
健全な不動産投資の促
進に向けた環境整備の
ための調査業務

健全な不動産投資の促進に
向けた環境整備のための調
査業務共同提案体

3010401037091 随意契約（企画競争） 30,547,000 4月4日

投資家保護の観点を踏まえた不動産特
定共同事業の規制のあり方や今後の施
策の方向性を検討するとともに、地域の
モデルとなるような案件の形成支援等を
行った。

土地・建設産業局不動産
市場整備課不動産投資
市場整備室
tel：03-5253-8264

62
民泊管理に関する実態
把握等に係る調査検討
業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 9,199,291 4月4日
民泊管理に関する実態調査を実施し、住
宅宿泊管理業の現状におけるトラブル事
例等の収集、整理を行った。

土地・建設産業局不動産
業課不動産業指導室住
宅宿泊管理業係
tel：03-5253-
8111(25135)

63
平成３１年度　ＩＴを活用
した重要事項説明に係
る社会実験検証等業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390 随意契約（企画競争） 6,966,817 4月4日
有識者検討会の運営や社会実験の結果
の分析・検証、関係団体へのアンケートの
集計・分析を行った。

土地・建設産業局不動産
業課不動産業指導室適
正取引係
tel：03-5253-
8111(25125)

64
地域の空き家等の流通
モデルの構築に関する
調査検討業務

（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 31,570,000 4月5日
空き家等の流通に向けたモデル事業者
を20団体採択し、優良事例等を収集し、
報告書をとりまとめ、HPに公表した。

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

65

平成３１年度　中堅・中
小建設企業等のＡＳＥＡ
Ｎ諸国への海外進出支
援等業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 21,010,000 4月5日

中堅・中小建設企業の海外進出支援の
ため、ベトナムの２都市（ハノイ・ホーチミ
ン）を対象に、市場調査を実施した上、民
間企業で構成される訪問団を派遣した。
また、全国７都市での海外進出戦略セミ
ナーを開催した。加えて中堅・中小建設
業海外展開推進協議会（JASMOC）の総
会を開催した。

土地・建設産業局総務課
国際室国際調査係
ｔｅｌ:03-5253-8280
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66
賃貸住宅管理業等に関
する実態把握に係る調
査検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 13,090,000 4月5日

賃貸住宅管理業の枠組みについて、より
実効性のある形で制度の構築・改善を図
るため、詳細な実態把握及び現状の課
題等について調査検討を行った。

土地・建設産業局不動産
業課不動産業指導室賃
貸管理業係
tel：03-5253-
8111(25133)

67

平成３１年度　ＡＳＥＡＮ
諸国等政府職員に向け
た建設産業政策プログ
ラムの実施支援業務

（株）ＵＲリンケージ 3010001088790 随意契約（企画競争） 4,994,000 4月5日

ASEAN諸国をはじめとする新興諸国から
の土地・建設に関する制度紹介の要望に
応え、海外で事業を行う我が国企業のビ
ジネス環境の整備及び新興国で土地・建
設関連制度の整備普及を担うことができ
る親日派・知日派の人材育成を促進する
ことを目的に、対象国10か国から建設関
連法制を担当する政府職員10名を一堂
に招聘し土地・建設に関する制度紹介を
講義形式で提供したほか我が国を代表
する建設・都市開発プロジェクトの視察を
行った。

土地・建設産業局総務課
国際室国際調査係
ｔｅｌ:03-5253-8280

68
平成３１年度　空き地対
策の推進に向けた先進
事例構築推進調査

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057 随意契約（企画競争） 22,979,000 4月8日
空き地の利活用に関するモデル調査を
実施し、優良事例の普及・啓蒙活動を
行った。

土地・建設産業局企画課
政策第二係
tel：03-5253-8290

69
建設業における女性活
躍推進に関する新計画
策定等業務

（一財）建設業振興基金 2010405010376 随意契約（企画競争） 12,832,050 4月8日
策定委員会等を開催し、「女性の定着促
進に向けた建設産業行動計画」を策定し
た。

土地・建設産業局建設市
場整備課調整係
tel：03-5253-8281

70
平成３１年度建設技術
者の働き方改革の推進
に向けた調査検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 8,910,000 4月8日

建設工事における技術者の効率的配置
等に関して、実態調査、分析を行い、建
設業法に基づく技術者制度等の改善等
に関する検討を行った。

土地・建設産業局建設業
課
技術検定係
０３－５２５３－８１１１

71
東京圏における今後の
都市鉄道ネットワークに
関する調査

パシフィックコンサルタンツ
(株)

8013401001509 随意契約（企画競争） 27,456,000 4月8日

東京圏における国際競争力の強化に資
する鉄道ネットワークのプロジェクトについ
て、事業計画の精査に関する検討を行っ
た。

鉄道局都市鉄道政策課
tel:03-5253-8534



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

72
平成３１年度下水汚泥
利活用推進に係る調査
検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 9,988,000 4月10日
平成３１年度下水汚泥利活用推進に係
る調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

73
平成３１年度　下水汚
泥等の資源有効利用状
況に関する調査業務

日本水工設計（株） 4010001062217 一般競争入札 7,020,000 4月10日
平成３１年度　下水汚泥等の資源有効利
用状況に関する調査業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

74

平成３１年度　建設リサ
イクル法施行状況及び
基本方針改定等に係る
調査検討業務

平成３１年度　建設リサイク
ル法施行状況及び基本方
針改定等に係る調査検討業
務先端建設技術センター・
日本能率協会総合研究所
共同提案体

1010005002873 随意契約（企画競争） 8,965,000 4月10日
現在の建設リサイクル制度の運用状況の
点検と今後の方向性等について検討を
行った。

土地・建設産業局建設業
課
技術班
０３－５２５３－８１１１

75
河川に生息する鳥類の
環境利用に関する調査
分析業務

アジア航測（株） 6011101000700 随意契約（企画競争） 10,120,000 4月10日

本業務は、河川に生息する主要鳥類の
環境利用形態を把握するため、春夏期に
おける鳥類の現地調査を行うとともに、そ
の結果及び国土技術政策総合研究所が
実施した秋冬期の鳥類の現地調査結果
等を用いて、鳥類の生息と河川環境との
関係について量・質的な側面から分析
し、技術資料のもととなる河川管理者向
けの解説資料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
究センター緑化生態研究
室
tel：029-864-2742

76
点群データからの舗装
路面平たん性算出に関
する資料作成業務

一般社団法人　日本建設機
械施工協会

6010405010463 随意契約（少額随契） 993,600 4月10日

本業務は、平成３１年度当初に改定され
た「地上型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）（案）」で
導入された、「点群データを活用した路面
の平たん性評価」の普及を促進するた
め、点群データからの平たん性算出ツー
ル及び平たん性算出に関する説明資料
の作成を行うものである。

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
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77
人工知能をコア技術と
する内航船の操船支援
システム開発

国立大学法人神戸大学、
(株)ＭＴＩ、(株)日本海洋科
学からなる共同研究体

- 随意契約（公募） 26,001,262 4月10日

人工知能をコア技術とする、輻輳海域を
航行する内航船の操船支援を行うシステ
ムを開発し、人的要因に起因する海難事
故の防止や船員の労働環境の改善を図
る。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950

78
機械化技術の採用によ
る点呼の精度向上の研
究

(株)日通総合研究所、日本
通運(株)
からなる共同研究体

- 随意契約（公募） 22,950,000 4月10日
自動点呼機の作成により点呼作業の効
率化を図る。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950

79
海洋分野の点検におけ
るドローン技術活用に関
する研究

(一財)日本海事協会、株式
会社ClassNKコンサルティン
グサービス、ブルーイノベー
ション(株)及び国立研究開
発法人海上・港湾・航空技
術研究所からなる研究共同
体

- 随意契約（公募） 20,331,710 4月10日

海洋構造物の維持管理の高度化に資す
ることを念頭に、海洋分野特有の厳しい
気象海象環境の中において、ドローン技
術を活用し取得した画像の位置把握や
損傷状態の判別するための技術の検証
等を行う。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950

80
自律型海上輸送システ
ムの技術コンセプトの開
発

三井E&S造船(株)、(一財)
日本船舶技術研究協会、国
立大学法人東京海洋大学、
(株)商船三井、国立研究開
発法人海上・港湾・航空技
術研究所、(一財)日本海事
協会及び(株)三井造船昭島
研究所からなる研究共同体

- 随意契約（公募） 20,315,121 4月10日

日本の海事クラスターが共有できる明確
なビジョンとすることを目指し、「自律型海
上輸送システム」の社会実装に必要な
「技術コンセプト」を開発し、実現に至る
「ロードマップ」を整備するとともに、自動運
航技術に関する先進的なコア技術の検
証と認証評価手法の検証を行う。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950

81

サウジアラビアにおける
交通関連インフラプロ
ジェクトの本邦企業参画
可能性調査

（株）野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 19,984,190 4月10日

サウジアラビアの交通インフラプロジェクト
への日本企業の参入を念頭に具体的な
開発・拡張・民営化等の調査を行い、日
本企業の参入が期待できる交通インフラ
プロジェクト等の調査・分析を行った。

総合政策局海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ推進課参事官(交通ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ)
tel:03-5253-8818

82

安全で効率的な航空機
の冬期運航を目指した
滑走路雪氷モニタリング
システム技術の開発

国立研究開発法人宇宙航
空研究開発機構、国立大学
法人北見工業大学、(株)三
菱スペース・ソフトウェアから
なる研究共同体

- 随意契約（公募） 13,062,992 4月10日

滑走路面の雪氷状態をリアルタイムかつ
高精度に把握するモニタリングシステムの
開発に向けて先進的な技術を融合した
雪氷状態同定技術を確立する。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

83
世界水準のＤＭＯの形
成に向けた「ＤＭＯネッ
ト」活用推進事業

（公社）日本観光振興協会 7010005003668  随意契約（企画競争） 9,950,169 4月10日
外国人観光客の誘客増大に向けたDMO
間の連携促進及び業務効率化を図ること
を目的とした事業を実施。

観光庁観光地域振興課
tel:03-5253-8111
(内線27-722)

84

新型航空保冷コンテナ
の開発による内際空路
コールドチェーン網の構
築

東プレ(株)、トプレック(株)、
ヤマト運輸(株)からなる研究
共同体

- 随意契約（公募） 8,925,205 4月10日

農林水産物・食品の輸出において重要な
ファクターとなる「温度管理＋スピード＝
鮮度」を保持できるよう、航空保冷コンテ
ナ又は容器を開発する。

総合政策局技術政策課
tel:03-5253-8950

85
平成３１年度都市用水
使用量等調査分析業
務

株式会社
ジオネクスト

7012401016666 一般競争入札 2,185,700 4月10日
都市用水使用量分析調査及び全国水
需給動態調査の運営

水管理・国土保全局水資
源部水資源計画課
03-5253-8111
(内線31234)

86
Ｈ３１東京国道管内交
通施策検討業務

（株）ドーコン 5430001021765 随意契約（公募） 19,990,800 4月11日

本業務は、道路空間を活用したカーシェ
アリング社会実験について、実験及び協
議会の運営補助を行うほか、運営車両
及び公共交通を補完するための交通結
節のあり方検討を行うものである。

関東地方整備局東京国
道事務所交通対策課交
通対策係
tel：03-3512-9061

87
平成３１年度　中部地
整管内道路管理ビッグ
データ活用検討業務

（株）建設技術研究所　中部
支社

7010001042703 随意契約（公募） 39,960,000 4月11日

本業務は、中部地整管内における道路
管理を行う上での現状と課題を踏まえ、
多様な道路管理ビッグデータを活用する
ことにより安全運転に資する効果的な情
報提供、道路管理の効率化、災害対応
の強化等の道路管理の高度化について
検討を行う。

中部地方整備局道路部
交通対策課安全施設係
tel:052-953-8178

88

費用構造を踏まえた望
ましい下水道使用料体
系のあり方等に関する
調査検討業務

（株）浜銀総合研究所 1020001015795 随意契約（企画競争） 4,730,000 4月12日
費用構造を踏まえた望ましい下水道使用
料体系のあり方等に関する調査検討業
務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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89

平成31年度　ASEAN諸
国等における建設、住
宅・建築、都市計画分
野における法令・制度等
策定支援及び技術協力
案件形成検討業務

（株） 野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 14,993,000 4月15日

途上国が取り組む建設・住宅・都市計画
分野における法令や制度の整備等につい
て、技術的支援を行うとともに、日本企業
の事業参画を念頭においた当該制度の
運用等のための技術協力案件の形成を
目指し、もって当該国における将来的な
本邦企業の投資環境整備に資する業務
を行うもの。

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2係
tel:03-5253-8111

90

平成31年度　ロシアに
おけるスマートシティ形
成に向けた調査検討業
務

日建設計総合研究所・ナイ
ス 平成31年度　ロシアにお
けるスマートシティ形成に向
けた調査検討業務共同提案
体

- 随意契約（企画競争） 10,934,000 4月15日

「スマートシティ」の形成に向け、ヴォロネ
ジ市を中心に都市開発・住宅分野の取
組の具体化や案件の具体化に向けた対
応並びに横展開と新規案件の検討を行う
もの。

総合政策局国際政策課
（グローバル戦略）経済連
携係
tei:03-5253-8111

91

平成31年度　日露都市
環境分野における課題
解決のための取組支援
及び情報発信等業務

野村総合研究所・ＹＯＵテレ
ビ平成31年度日露都市環
境分野における課題解決の
ための取組支援及び情報発
信等業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,911,000 4月15日

日露都市環境分野における課題解決な
どに向けた取組支援や、ロシアの方々に
協力の成果を実感してもらうため映像作
成など情報発信に関する業務を行うも
の。

総合政策局国際政策課
（グローバル戦略）経済連
携係
tei:03-5253-8111

92

平成31年度　ロシア極
東地域におけるプロジェ
クト具体化に向けた調査
検討業務

日建設計総合研究所・日建
設計　平成31年度　ロシア
極東地域におけるプロジェクト
具体化に向けた調査検討業
務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,570,000 4月15日

ウラジオストク市において、交通・観光・廃
棄物・都市開発の４分野を中心に個別プ
ロジェクトの具体化を図るための「分野別
プログラム」の策定に関する調査検討を
行うもの。

総合政策局国際政策課
（グローバル戦略）経済連
携係
tei:03-5253-8111

93
下水道資源の農業利用
等促進に向けた調査検
討業務

下水道資源の農業利用等
促進に向けた調査検討業務
日本下水道新技術機構・建
設技術研究所・日水コン共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 12,188,000 4月15日
下水道資源の農業利用等促進に向けた
調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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94
河川事業の効果等に係
る広報資料作成業務

（公社）日本河川協会 5010005016762 随意契約（企画競争） 11,957,000 4月15日
河川事業の効果等に係る広報資料作成
業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

95
下水処理場における省
エネ・創エネ技術の最
適導入検討業務

（株）ＮＪＳ 6011101045308 随意契約（企画競争） 11,000,000 4月15日
下水処理場における省エネ・創エネ技術
の最適導入検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

96

下水道管路施設の管理
業務における包括的民
間委託導入ガイドライン
の改訂に関する検討業
務

公益財団法人日本下水道
新技術機構・株式会社日水
コン共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,966,000 4月15日
下水道管路施設の管理業務における包
括的民間委託導入ガイドラインの改訂に
関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

97
道路事業におけるキン
ラン属の保全対策に関
する調査業務

（株）福山コンサルタント 5290001016276 随意契約（企画競争） 5,049,000 4月15日

道路事業において遭遇頻度が高く移植
事例は多いが、移植に困難を伴うキンラ
ン属（キンラン、ギンラン、ササバギンラン
及びクゲヌマラン）の効果的な保全手法
の確立を目的として、保全技術向上に向
けた調査、地域・住民との協働による保
全対策の可能性に関する調査及び学識
経験者への意見聴取等を行った

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

98
下水道分野の海外展開
方策の調査検討業務

下水道分野の海外展開方
策の調査検討業務三菱総
合研究所・下水道事業支援
センター共同提案体

- 随意契約（企画競争） 30,800,000 4月16日
下水道分野の海外展開方策の調査検討
業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

99
水害リスクの評価手法
の充実に関する検討業
務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 20,361,000 4月16日
水害リスクの評価手法の充実に関する検
討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

100
気候変動の影響を踏ま
えた防災・減災対策検
討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 19,360,000 4月16日
気候変動の影響を踏まえた防災・減災対
策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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101

平成３１年度下水道シ
ステムを活用した紙オ
ムツ受入可能性調査業
務

平成３１年度下水道システ
ムを活用した紙オムツ受入
可能性調査業務  株式会社
三菱総合研究所・株式会社
ロフトワーク共同提案体

- 随意契約（企画競争） 18,000,000 4月16日
平成３１年度下水道システムを活用した
紙オムツ受入可能性調査業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

102
平成３１年度下水道施
設のエネルギー拠点化
案件形成支援業務

平成３１年度下水道施設の
エネルギー拠点化案件形成
支援業務　株式会社三菱総
合研究所・公益財団法人日
本下水道新技術機構共同
提案体

- 随意契約（企画競争） 15,000,000 4月16日
平成３１年度下水道施設のエネルギー拠
点化案件形成支援業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

103
異業種技術の下水道分
野への活用に向けた戦
略検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 10,999,998 4月16日
異業種技術の下水道分野への活用に向
けた戦略検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

104
平成３１年建築基準適
合判定資格者検定補
助業務

（公財）建築技術教育普及
センター

7010005005648 一般競争入札 16,740,000 4月16日

建築基準法に基づき実施される建築基
準適合判定資格者検定に関して、受検
申込者の受検資格審査補助、受検者名
簿等の作成及び考査問題の作成、採点
並びに採点結果の分析等の補助業務を
行うものである。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５３９

105
社会インフラ用ロボット
データベースの試行運
用に関する調査業務

一般財団法人　先端建設技
術センター

1010005002873 随意契約（企画競争） 991,656 4月16日

本業務は、社会インフラの維持管理及び
災害時の調査・応急復旧に役立つロボッ
ト技術に関する情報を一元管理した社会
インフラ用ロボット情報一元化システムに
ついて、そのデータベースシステムをweb
上で試行運用するとともに、期間中のアク
セス状況等について調査するものである。

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施工
高度化研究室
tel：029-864-7490

106
水害ハザードマップの浸
透促進に向けた調査・
検討業務

（一財）河川情報センター 3010005000132 随意契約（企画競争） 20,361,000 4月17日
水害ハザードマップの浸透促進に向けた
調査・検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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107

平成３１年度　道路政
策の方向性の検討に資
する各種論調の調査等
業務

（株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 45,826,000 4月17日

有識者や各種マスメディアを始めとする
各種論調等について、道路に関する施策
や取組などを中心に収集し、道路政策の
方向性を検討するための基礎資料とし
て、調査・分析する

道路局企画課企画第二
係
tel：03-5253-8485

108
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

（株）環境管理センター 7013401000164 随意契約（企画競争） 13,767,600 4月17日

小規模建築物を含めた民間建築物のア
スベスト対策を推進するため、小規模建
築物を含めた台帳整備を促進するための
支援・民間建築物所有者に対する周知
方策の検討、建築物石綿含有建材調査
者の資質向上に向けた検討を行う。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５４６

109
建築物の構造関連規制
のあり方に関する検討
業務

（一財）日本建築防災協会 5010405010349 随意契約（企画競争） 12,600,000 4月17日

社会的ニーズや技術的知見の蓄積を踏
まえ、構造計算基準を含む構造関連規
制のあり方に関する検討及び必要な調査
等を行う。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５３７

110
平成３１年度水源地域
の課題と情報発信に関
する調査業務

中央開発株式会社 5011101012993
一般競争入札（総合評価方
式） 3,575,000 4月17日

水源地域からの情報発信手法及び水源
地域振興の担い手等に関する調査

水管理・国土保全局水資
源部水資源政策課
03-5253-8111
(内線31314)

111
水辺を活かした地域活
性化に関する調査・検
討業務

（株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 29,920,000 4月18日
水辺を活かした地域活性化に関する調
査・検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

112

平成３１年度　海外の水
関連災害等の調査・分
析及び情報発信検討業
務

国際建設技術協会・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） 15,290,000 4月18日
平成３１年度　海外の水関連災害等の調
査・分析及び情報発信検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

113
平成３１年度　河川行
政等に関する新聞掲載
業務

（株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 13,915,000 4月18日
平成３１年度　河川行政等に関する新聞
掲載業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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114
要配慮者利用施設にお
ける警戒避難体制整備
のための調査検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 10,945,000 4月18日
要配慮者利用施設における警戒避難体
制整備のための調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

115
高潮特別警戒水位の設
定方法等に関する検討
業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 10,131,000 4月18日
高潮特別警戒水位の設定方法等に関す
る検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

116
先進的な施工技術に関
する支援検討業務

（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463 随意契約（企画競争） 41,360,000 4月18日

本業務は、ICTをはじめとする先進的な工
事用機械の技術を用いた普及を目的と
するモデル工事の企画運営等を支援し、
ICT等を用いた効率的な施工等による持
続可能な建設施工についての検討等を
行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
施行調整係
03-5253-8111
(24923)

117
H31インフラ分野におけ
るSociety5.0関連技術
の導入業務

（一財）先端建設技術セン
ター

1010005002873 随意契約（企画競争） 40,733,000 4月18日

本業務は、建設現場の更なる生産性向
上を目指し、「人の判断」の支援を可能と
する人工知能（AI）・ロボット等の革新的技
術のインフラ分野への導入を推進するた
めに、AI等開発支援プラットフォームの運
営やAI・VR等の実装に必要な技術基準
類等の策定、有識者委員会の開催運営
等を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
技術企画係
03-5253-8111
(24947)

118
令和元年（平成３１年）
版土地白書作成業務

勝美印刷（株） 9010001001855 一般競争入札 5,388,768 4月18日
土地基本法第10条に基づき作成され
る、令和元年版土地白書の印刷・製本を
行った。

土地・建設産業局企画課
政策第一係
tel:03-5253-8290

119
持続性ある実践的な河
川環境管理のための技
術検討業務

持続性ある実践的な河川環
境管理のための技術検討業
務リバーフロント研究所・日本
生態系協会共同提案体

- 随意契約（企画競争） 31,020,000 4月19日
持続性ある実践的な河川環境管理のた
めの技術検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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120
下水道分野における効
果的な技術開発の実施
方策検討業務

（公財）日本下水道新技術
機構

4011105003503 随意契約（企画競争） 16,236,000 4月19日
下水道分野における効果的な技術開発
の実施方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

121
平成３１年度海岸での
活動を通した地域活性
化のための検討業務

（公財）リバーフロント研究所 1010005018655 随意契約（企画競争） 11,880,000 4月19日
平成３１年度海岸での活動を通した地域
活性化のための検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

122
水防活動活性化に向け
た水防団員募集に係る
広報業務

（株）エム・シー・アンド・ピー 2120001041913 随意契約（企画競争） 7,986,000 4月19日
水防活動活性化に向けた水防団員募集
に係る広報業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

123
地域特性に応じた電動
低速モビリティの活用検
討調査業務

復建調査設計（株） 4240001010433 随意契約（企画競争） 24,255,000 4月19日

低炭素でかつ地域の新しいモビリティにな
り得る電動低速カート（グリーンスローモビ
リティ）について、地域での活用を検討す
るため、過疎地、地方都市、離島等の地
域でグリーンスローモビリティの実証調査
を行い、地域や用途の特性に応じた導入
に向けた課題の抽出などの調査・分析を
行い、電動低速モビリティの普及・推進に
向けた検討を行い、報告会を開催。成果
物として、報告書を作成した。

総合政策局
環境政策課調査係
03-5253-8111
（24324）

124
平成３１年度　四国管
内道路交通分析等業
務

復建調査設計(株) 4240001010433 随意契約（公募） 29,970,000 4月19日

道路の防災機能評価に関する資料作
成、道路交通調査、分析、重要物流道
路、地域道路経済戦略研究会に関する
検討資料作成　等

四国地方整備局
道路計画課
調査第一係
tel：087-851-8061

125
平成３１年度　四国地
域道路計画検討業務

（株）福山コンサルタント 5290001016276 随意契約（公募） 21,999,600 4月19日
現況交通量配分及び将来交通量配分、
将来道路網整備による事業効果検討、
自動車起終点調査の経年推移整理　等

四国地方整備局
道路計画課
調査第一係
tel：087-851-8061
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126
地域観光統計の集計・
分析に係る業務

（公財）日本交通公社 5010005018866
一般競争入札（総合評価方
式） 16,054,752 4月19日

訪日外国人および日本人旅行者による
都道府県別の訪問者数と消費額を推計
することを目的とする。

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8111
(内線27-216)

127
バンコク・チェンマイ間高
速鉄道計画事業費縮
減に係る検討調査

(独)鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

4020005004767 随意契約（少額随契） 993,600 4月19日

ﾊﾞﾝｺｸ･ﾁｪﾝﾏｲ間高速鉄道計画につい
て､ﾀｲ政府より､新幹線ｼｽﾃﾑの品質を維
持しながら事業費削減を検討してほしい
等の指摘がなされ､日本の新幹線建設の
知見を踏まえた事業費削減案の検討等
を実施｡

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527

128
TEC-FORCE民間人材
育成検討業務

TEC-FORCE民間人材育成
検討業務　八千代エンジニ
ヤリング・関東地域づくり協会
設計共同提案体

- 随意契約（企画競争） 14,135,000 4月22日
TEC-FORCE民間人材育成検討業務を
行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

129
汚泥処理に係る国際標
準化調査検討業務

日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（企画競争） 2,970,000 4月22日
汚泥処理に係る国際標準化調査検討業
務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

130

平成31年度　ロシアが
直面している都市環境
問題（廃棄物処理問題
等）に関する調査検討
業務

(株)大和総研 5010601035884 随意契約（企画競争） 16,885,000 4月22日

日露都市環境分野のモデル都市を起点
に、廃棄物処理分野での日本の経験と技
術を活かし、案件具体化に向けた調査検
討及び事業展開に向けた検討を行うも
の。

総合政策局
国際政策課（グローバル
戦略）経済連携係
tel:03-5253-8111

131

平成３１年度　所有者
不明土地法の円滑な運
用に向けた先進事例構
築推進調査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 28,999,247 4月22日

所有者不明土地法の円滑な運用のた
め、法に基づく地域福利増進事業等の活
用に関するモデル調査（支援）を行うとと
もに、得られた知見等について普及・啓
発を実施した。

土地・建設産業局企画課
政策第一係
tel:03-5253-8290
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132
情報分析・意思決定支
援システム被害推測機
能改良業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（公募） 9,900,000 4月22日

本業務は、情報分析・意思決定支援シス
テムの被害判定フローの更新および検証
機能を付与するためプログラムを修正す
るとともに、実地震発生時に取得される
データを用いた機能の検証を実施するも
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

133
道路基盤地図情報に係
わるシステムの改良業
務

（株）長大 5010001050435 随意契約（公募） 9,900,000 4月22日

本業務は、道路基盤地図情報等の整備
率向上や更なる活用を目的として、道路
基盤地図情報に係わるシステムの機能
改良を行う。

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

134

ロシア連邦ヴォロネジ都
市鉄道整備に係る計画
策定作業フォローアップ
調査

八千代エンジニヤリング(株) 2011101037696 随意契約（少額随契） 995,760 4月22日

本案件の具体化に向け､都市鉄道整備に
向けた作業枠組み､および､ヴｫﾛﾈｼﾞ市が
作業中の旅客流動量等基礎ﾃﾞｰﾀ収集に
ついてのﾚﾋﾞｭｰ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを主とした調査
を実施｡

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527

135
下水道による総合的な
都市浸水対策の推進方
策検討業務

日水コン・東京設計事務所・
日本下水道新技術機構共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 39,820,000 4月23日
下水道による総合的な都市浸水対策の
推進方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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136
住生活基本計画の見直
しに向けた成果指標等
検討業務

（株）市浦ハウジング＆プラン
ニング東京支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 19,954,000 4月23日

住生活基本法に基づき住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため定めら
れる「住生活基本計画（全国計画）」（平
成28年３月閣議決定）は、2020年度に
見直しが予定されており、当該見直しに
際しては、現行計画の成果指標を用いた
分析・評価及び新たな目標と成果指標の
設定が求められる。
また、同計画の見直しに伴い、都道府県
住生活基本計画の見直しが行われるた
め、当該都道府県の区域内の公営住宅
の供給の目標量の算定等について、統計
情報を用いた技術的支援を行う必要が
ある。
そこで本業務においては、全国計画にお
ける成果指標等を見直すとともに、都道
府県計画に係る技術的支援等に関する
基礎的検討を行うことにより、住生活基本
計画の見直しに向けた検討に資する基礎
資料を得ることを目的とする。

住宅局
住宅政策課
内線：３９－２３５

137
河川維持管理の水準向
上及び効率化に関する
検討業務

河川維持管理の水準向上
及び効率化に関する検討業
務　河川財団・建設技術研
究所共同提案体

- 随意契約（企画競争） 33,000,000 4月24日
河川維持管理の水準向上及び効率化に
関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

138

平成３１年度　防災教
育及び河川教育の普
及・展開に関する広報
資料検討・作成業務

（公財）河川財団 9010005000135 随意契約（企画競争） 13,970,000 4月24日
平成３１年度　防災教育及び河川教育の
普及・展開に関する広報資料検討・作成
業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

139
三次元データによる河
川管理推進に関する検
討業務

三次元データによる河川管
理推進に関する検討業務
河川財団・日本建設情報総
合センター共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,999,000 4月24日
三次元データによる河川管理推進に関す
る検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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140
平成31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） 1180001010764 一般競争入札 8,795,520 4月25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）を実施した。

国土政策局
離島振興課
Tel:03-5253-8421

141
政策効果に伴う人口分
布の変化を動的に把握
するための調査

国立大学法人東京大学 5010005007398 随意契約（企画競争） 6,998,400 4月25日

これまで整備してきた１km及び500mメッ
シュ単位の将来人口推計モデルの精緻
化を行うとともに、精緻化した当該モデル
を用いて、人口が集積しやすい地域、しに
くい地域の動向を分析するなど、国土形
成計画の推進等に資する分析を行う。

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

142

平成３１年度　諸外国に
おける水防災の取組の
現状に関する比較分析
検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 36,905,000 4月25日
平成３１年度　諸外国における水防災の
取組の現状に関する比較分析検討業務
を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

143

平成３１年度　防災協
働対話を活用した海外
の防災課題解決検討業
務

国際建設技術協会・建設技
研インターナショナル・八千
代エンジニヤリング共同提案
体

- 随意契約（企画競争） 31,625,000 4月25日
平成３１年度　防災協働対話を活用した
海外の防災課題解決検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

144
平成３１年度　河川にお
ける技術的課題に適応
した技術基準検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 27,170,000 4月25日
平成３１年度　河川における技術的課題
に適応した技術基準検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

145
下水道事業におけるア
セットマネジメント推進に
向けた人材育成業務

日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（企画競争） 19,910,000 4月25日
下水道事業におけるアセットマネジメント
推進に向けた人材育成業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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146
２０１９関東管内交通量
推計検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（公募） 29,019,600 4月25日
本業務は、関東地整管内における道路の
将来交通量の推計、分析を行う。また、
交通データの集計・整理・解析を行う。

関東地方整備局道路部
道路計画第二課調査第
一係
tel:048-600-1342

147
北海道港湾ＢＣＰにおけ
る実効性向上検討業務

（一社）寒地港湾技術研究
センター

3430005000825 随意契約（公募） 14,850,000 4月25日

北海道胆振東部地震で関係機関がとっ
た行動を時系列に整理し、苫小牧港湾
BCP、道央圏港湾BCPの内容と比較し、と
るべき行動に係る課題を抽出する。

北海道開発局港湾空港
部空港・防災課防災情報
係
tel：011-709-2311
(内5669)

148
雨天時における下水道
の適正処理等に係る検
討業務

日水コン・ＮＪＳ・日本下水道
新技術機構共同提案体

- 随意契約（企画競争） 33,990,000 4月26日
雨天時における下水道の適正処理等に
係る検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

149
新たな水環境管理のあ
り方に関する検討業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 29,920,000 4月26日
新たな水環境管理のあり方に関する検討
業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

150
下水道事業における施
策別事業量の将来予測
に関する検討業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 19,998,000 4月26日
下水道事業における施策別事業量の将
来予測に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

151

２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大
会開催に向けた首都直
下地震対策等の浸透の
推進に関する広報検討
業務

復建調査設計(株) 4240001010433 随意契約（企画競争） 13,970,000 4月26日

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会開催に向けた首都直下地震対
策等の浸透の推進に関する広報検討業
務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

152
ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関す
る戦略的な広報手法検
討業務

復建調査設計(株) 4240001010433 随意契約（企画競争） 13,860,000 4月26日
ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する戦略的な広報
手法検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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153
浸水等の観測情報の施
設整備への利活用方策
検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（企画競争） 9,900,000 4月26日
浸水等の観測情報の施設整備への利活
用方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

154

平成３１年度水資源分
野における海外社会資
本事業への参入促進に
関する調査業務

独立行政法人
水資源機構

6030005001745 随意契約（公募） 29,916,000 4月26日
水資源分野における我が国事業者の海
外展開活性化検討調査

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

155

ゴールデンウィーク１０
連休の過ごし方に関す
るアンケート調査の実施
に係る業務

（株）インテージリサーチ 6012701004917 随意契約（少額随契） 972,000 4月26日

長期休暇(10連休)が経済･社会に与える
影響について検証を行うため､日本在住
の20歳以上の男女個人に旅行動向調査
を実施｡

観光庁参事官(旅行振興
担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-338)

156
平成31年度　住宅・都
市開発分野の戦略的海
外展開検討業務

平成31 年度住宅・都市開
発分野の戦略的海外展開
検討業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 19,976,000 5月8日

本業務は、我が国企業の住宅・都市開発
分野への海外展開の推進を目的に、当
該分野で先行的な取り組みを展開してい
る海外企業の実態を把握し、今後日本が
当該分野において戦略的海外展開を推
進する場合の課題整理や対応方策の検
討を行うとともに、本邦企業による海外展
開の促進に資する基礎的情報の収集、
相手国政府との関係構築等を行い、今
後の当該分野における戦略的海外展開
のための検討基礎を構築するもの。

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2係
tel:03-5253-8111

157
下水道の市民科学プ
ラットフォーム構築に向
けた検討業務

国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 13,970,000 5月8日
下水道の市民科学プラットフォーム構築
に向けた検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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158
ＩＴＳに関する海外動向
調査及び日米欧協力活
動支援業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 15,840,000 5月8日

本業務は、ITS分野における欧米当局と
の協力活動及び国際会議に係る調査・
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
関する海外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

159
ＥＴＣ２．０プローブ情報
の収集状況調査及び
データ特性分析業務

中央復建コンサルタンツ
（株）

3120001056860 随意契約（企画競争） 10,120,000 5月8日

ETC2.0プローブ情報の収集状況の確認
及び整理、路側機設置状況や車載器普
及状況がデータの偏りに及ぼす影響に関
する分析等を行うもの。

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

160
特殊車両の通行許可に
係る適正化検討業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 29,150,000 5月9日
特殊車両の通行許可に係る手続きや取
締り強化の方策など特殊車両の通行の
適正化に向けた検討を行う。

道路局道路交通管理課
車両通行対策室技術第
一係
tel：03-5253-8483

161
住生活基本計画の見直
しに向けた調査分析・検
討会運営支援業務

（一財）日本開発構想研究
所

2010405000906 随意契約（企画競争） 12,100,000 5月9日

平成２８年３月に閣議決定された今後１０
年間の住宅政策の方向性を示す「住生
活基本計画」については、社会経済情勢
の変化及び施策の効果に対する評価を
踏まえて、おおむね５年後に見直し、所要
の変更を行うこととされているところ。新た
な住生活基本計画を策定するにあたって
は、住宅関連データ等の各種基礎情報
を収集・分析し、新たな住宅政策・税制
の展開に向けた幅広い検討を行う必要が
ある。
このため、本業務では、住宅関連データ
等の各種基礎情報の収集・分析や平成３
０年度住宅土地統計調査の個票データ
を用いた特別集計・分析等を行い、その
結果を用いた検討会等を通じ、新たな住
宅政策等の展開に向けた論点整理等を
行うことを目的とする。

住宅局
住宅政策課
内線：３９－２２０
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162
建築基準法等の施行状
況等に関する調査

（株）綜研情報工芸 6010401053722 一般競争入札 5,445,000 5月9日

建築基準法等の適切な運用を図るため
の建築基準法等の施行状況に係る調
査、整理を行うとことで、その近年の動向
等について分析を行う。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５４５

163

平成３１年度　海外にお
ける交通インフラ事業に
関するＰＰＰ案件等形成
業務

平成３１年度　海外における
交通インフラ事業に関するＰ
ＰＰ案件等形成業務共同提
案体

- 随意契約（企画競争） 29,975,000 5月10日

海外のPPP案件等の発掘に必要な当該
国の法制度、インフラ投資に対する将来
整備計画、人口・経済動向、現地インフ
ラ企業・プロジェクト情報等の整理を行
い、相手国政府にPPP案件を提案するた
めに必要な調査検討を行うもの。

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1係
tel:03-5253-8111

164
下水処理場等の水質リ
スク等に関する対応方
策調査検討業務

日水コン・東北大学共同提
案体

- 随意契約（企画競争） 39,875,000 5月10日
下水処理場等の水質リスク等に関する対
応方策調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

165
大規模構造物に係る技
術基準改定等検討業
務

（一財）ダム技術センター 1010505001763 随意契約（企画競争） 29,810,000 5月10日
大規模構造物に係る技術基準改定等検
討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

166
下水道事業計画の分析
検討業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 19,998,000 5月10日
下水道事業計画の分析検討業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

167
平成３１年度　水害統
計調査の調査手法等に
関する検討業務

（一財）河川情報センター 3010005000132 随意契約（企画競争） 15,257,000 5月10日
平成３１年度　水害統計調査の調査手法
等に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

168

持続可能なマネジメント
サイクル実現のための
下水道情報利活用方
策検討業務

メタウォーター（株） 8010401075293 随意契約（企画競争） 12,760,000 5月10日
持続可能なマネジメントサイクル実現のた
めの下水道情報利活用方策検討業務を
行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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169
平成３１年度　新技術の
活用促進に関する調査
支援業務

一般財団法人　先端建設技
術センター

1010005002873 随意契約（企画競争） 92,240,000 5月10日

「公共工事等における新技術活用システ
ム」の運用支援及び運用状況に関する情
報収集・整理を行うとともに、運用時の課
題を分析し、改善策を検討する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111

170

大型動的遠心力載荷
試験装置を用いたボッ
クスカルバートの模型実
験業務

（株）東京ソイルリサーチ 3013201006646 一般競争入札 24,750,000 5月10日

本業務は、道路土工構造物のうちボック
スカルバートを対象として、内空断面幅、
土被り、ブロック延長などを実験パラメ ー
タとした大型動的遠心力載荷試験装置に
よる模型実験を実施するものである。

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

171

海洋教育推進モデル教
育プログラムの試行授
業の実施及び同プログ
ラムの改善

（株）学習調査エデュフロント 6011501009416 一般競争入札 4,440,700 5月10日

海洋教育を全国へ普及展開していくため
に、作成した海洋教育プログラムを使用し
て、地方の学校で試行授業を実施し、有
識者委員会を通じてプログラムの効果検
証及び改善を行う。

海事局総務課海洋教育･
海事振興企画室
tel:03-5253-8946

172
平成３１年度　河川に係
る活動に関する広報企
画業務

（公社）日本河川協会 5010005016762 随意契約（企画競争） 24,893,000 5月13日
平成３１年度　河川に係る活動に関する
広報企画業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

173
下水道事業における設
計積算基準の適正化に
関する検討業務

日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（企画競争） 20,647,000 5月13日
下水道事業における設計積算基準の適
正化に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

174

持続可能な下水道事業
に向けた下水処理場等
におけるＩＣＴを活用した
広域管理推進方策検
討業務

日本下水道事業団・日本水
工設計株式会社共同提案
体

- 随意契約（企画競争） 16,720,000 5月13日
持続可能な下水道事業に向けた下水処
理場等におけるＩＣＴを活用した広域管理
推進方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

175
下水道事業における事
業分析・評価手法の検
討業務

ＥＹ新日本有限責任監査法
人

1010005005059 随意契約（企画競争） 9,971,500 5月13日
下水道事業における事業分析・評価手
法の検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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176
水の再利用及び雨水管
理における国際標準化
に係る検討業務

日本水工設計株式会社・八
千代エンジニヤリング株式会
社共同提案体

- 随意契約（企画競争） 7,920,000 5月13日
水の再利用及び雨水管理における国際
標準化に係る検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

177
道路の設置・管理等に
おける訴訟リスクに関す
る調査検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 15,994,000 5月13日

近年の道路管理瑕疵訴訟等の分析を行
い、道路を取り巻く環境の変化等も踏ま
え、判決要因となる道路管理者の守備範
囲論等について整理を行うとともに、今後
本格運用が見込まれる道路施策につい
ての訴訟リスク及びその低減策について
検討する。

道路局道路交通管理課
訟務係
tel：03-5253-8482

178

平成３1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

一般財団法人　国土技術研
究センター

4010405000185 随意契約（企画競争） 30,800,000 5月13日

企業評価のあり方検討のための基礎資
料作成、公共工事の発注関係事務の現
状分析、不調・不落対策に関する検討、
施工時期等の平準化に関する検討、週
休2日の推進に関する検討、適切な工期
設定及び工期と積算基準に関する検討
及びICTや新技術の活用工事における工
事積算に関する検討を行うことを目的と
する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111

179

平成31年度　海外社会
資本整備に係る優位技
術調査及び競争力強化
戦略検討業務

一般社団法人　国際建設技
術協会

3010005018587 随意契約（企画競争） 39,996,000 5月14日

海外の社会資本整備案件について、
様々な現場条件と技術の組み合わせに
おける、本邦企業の優位性、競合国の優
位性のとりまとめ等を行うもの。

総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力第1
係
tel:03-5253-8111
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180

平成31年度　防災・水
インフラ分野の海外展
開に関する情報収集・
協力可能性調査業務

平成３１年度 防災・水インフ
ラ分野の海外展開に関する
情報収集・協力可能性調査
業務建設技研インターナショ
ナル・建設技術研究所共同
提案体

- 随意契約（企画競争） 34,903,000 5月14日

ＡＳＥＡＮ諸国を中心とした海外の防災・
水インフラ分野におけるニーズや事業実
施予定等に係る情報収集・整理・分析を
行い、当該分野における日本の技術・ノウ
ハウを活用した協力内容を検討し、相手
国に提案するための資料作成等を行うも
の。

総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力第2
係
tel:03-5253-8111

181
平成31年度 アフリカ諸
国におけるインフラ分野
の課題解決検討業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 18,018,000 5月14日

アフリカ諸国におけるインフラの整備状況
及び課題を整理。さらに、インフラ開発課
題の現地調査を行い、具体的支援策を
検討するもの。

総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力第1
係
tel:03-5253-8111

182 水辺の利活用広報業務 （株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 23,925,000 5月14日 水辺の利活用広報業務を行う。
水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

183

平成31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

一般社団法人社会基盤情
報流通推進協議会

7020005011554 随意契約（企画競争） 16,977,600 5月15日

Ｇ空間情報センターの業務を行う上で必
要となる地理空間情報の収集・登録及び
利用者への提供並びに地理空間情報の
利活用に資するショーケースの収集等を
実施。

国土政策局
国土情報課調整係
tel：03-5253-8353

184
河川堤防の強化を考慮
した設計手法検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 19,283,000 5月15日
河川堤防の強化を考慮した設計手法検
討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

185

気候変動の影響を踏ま
えた河川管理施設の適
応策に関する調査検討
業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 10,175,000 5月15日
気候変動の影響を踏まえた河川管理施
設の適応策に関する調査検討業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

186

特殊車両通行許可の迅
速化のための道路情報
の収集及び調査表作成
等に関する検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 90,585,000 5月15日

特殊車両通行許可の迅速化を図るた
め、自動審査システムのデータベースで
ある道路情報便覧に必要な道路情報を
収集するとともに、得られた道路情報から
道路情報便覧の調査表作成精度確保の
ための検証及び便覧調査表の作成・登
録を行う。

道路局道路交通管理課
車両通行対策室技術第
一係
tel：03-5253-8483

187
特殊車両通行許可制
度のあり方等に関する
検討業務

特殊車両通行許可制度のあ
り方等に関する検討業務道
路新産業開発機構・オリエン
タルコンサルタンツ共同提案
体

- 随意契約（企画競争） 49,830,000 5月15日

現在の「入口重視（事前審査）」から、許
可後の「ＩＣＴによる走行確認を重視」する
枠組みに転換するための制度の検討を
行い、さらに現行の特殊車両の通行経路
や積載重量などの違反状況の把握方法
の検討を行う。

道路局道路交通管理課
車両通行対策室技術第
一係
tel：03-5253-8483

188
平成３１年度　自転車の
通勤利用のあり方等に
関する検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 4,917,000 5月15日
自転車通勤を促進するための方策の検
討や企業支援の方策の検討等を行う。

道路局参事官付調整係
tel：03-5253-8495

189
住宅団地の持続可能な
再生に向けた方策検討
調査業務

（一財）日本総合研究所 2010405010335 随意契約（企画競争） 10,197,000 5月15日

地方公共団体向けの住宅団地再生の手
引き・事例集を作成する事と併せて、地
方公共団体が民間事業者、住民等の関
係者と協力して、住宅団地を持続可能と
するための効果的な実施方策を検討す
る。

住宅局
市街地建築課
内線：３９－６７７

190
密集市街地の安全性評
価手法及び整備手法に
関する検討調査業務

（株）アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 20,240,000 5月15日

今後の密集市街地の安全性評価につい
て精緻化・見える化の検討を行うととも
に、今後の良好な住環境としての整備手
法について検討する。

住宅局
市街地建築課
内線：３９－６７７
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191
平成３1年度　コンクリー
ト工の省力化・効率化に
係る検討業務

一般財団法人　国土技術研
究センター

4010405000185 随意契約（企画競争） 19,899,000 5月15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活用・普及を図
るため、必要となる各種規定のあり方等に
ついて検討する。また、個別事業毎の個
別最適から、一連の事業区間や全国事
業を想定した最適化に向け、規格の標準
化のあり方について検討を行うことを目的
としている。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111

192
維持管理を起点とした
マネジメントサイクルの確
立に向けた検討業務

（株）ＮＪＳ 6011101045308 随意契約（企画競争） 18,304,000 5月16日
維持管理を起点としたマネジメントサイク
ルの確立に向けた検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

193

地震観測記録を用いた
地盤・構造物の地震応
答解析に関する調査業
務

（株）ニュージェック 2120001086883 随意契約（企画競争） 14,927,000 5月16日

　本業務は、地震観測記録等を入力地
震動とする地震応答解析を地盤や構造
物を対象に実施し、それぞれの再現性を
確認することで、地震応答解析を行う際
の留意点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

194
駅ホームにおける更なる
安全性向上に関する調
査

(一財)運輸総合研究所 4010405010473 随意契約（企画競争） 25,267,000 5月16日

ホーム転落事故やホームドア整備の状況
など、駅ホームにおける更なる安全性向
上に係る現状・課題について分析し、整
理を行うとともに、今後の方策について検
討を行った。

鉄道局都市鉄道政策課
tel:03-5253-8534

195
建設発生土の利用拡大
のための制度活用検討
業務

建設発生土の利用拡大のた
めの制度活用検討業務　先
端建設技術センター・日本
建設情報総合センター共同
提案体

- 随意契約（企画競争） 6,050,000 5月17日

本業務は、「建設リサイクル推進計画２０
１４」に基づき、建設発生土の更なる有効
利用に向け、「建設発生土官民有効利用
マッチング」を運用するとともに、公共工
事、民間工事間における建設発生土の
マッチングを支援する仕組み「コーディ
ネーター制度」を用いた試験運用・評価
を実施し、その結果等を活用した本格運
用に向けた検討を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
インフラ情報･環境企画室
建設副産物・施工環境係
03-5253-8111
(24515)
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196
令和元年度地下水デー
タベース検討業務

株式会社
建設技術研究所

7010001042703 随意契約（企画競争） 16,422,400 5月17日
地下水マネジメントに資する地下水位
データ一元化のデータベース検討

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

197
令和元年度地盤沈下
防止等調査検討業務

国際航業株式会社 9010001008669 随意契約（企画競争） 6,472,800 5月17日
地盤沈下防止等対策要綱地域の地下
水、地盤沈下に関するデータの資料収集
整理

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

198

鉄道施設（電気等）の維
持管理の効率化・省力
化に資する技術開発等
の今後の方向性に関す
る調査研究業務

(独)自動車技術総合機構
交通安全環境研究所

6012405000493 随意契約（企画競争） 9,949,036 5月17日

鉄道施設の維持管理の効率化・省力化
に資する技術の概要、地方鉄道事業者
のニーズを踏まえた開発状況や今後の
技術開発の方向性等を調査・提案。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8547

199
次期建設リサイクル推
進計画の策定に向けた
調査・検討業務

次期建設リサイクル推進計
画の策定に向けた調査・検
討業務　日本能率協会総合
研究所・先端建設技術セン
ター共同提案体

- 随意契約（企画競争） 45,991,000 5月20日

本業務は、次期建設リサイクル推進計画
の策定に向け、「建設リサイクル推進計画
２０１４」の各種施策の取り組み状況を整
理とりまとめするとともに、平成３０年度建
設副産物実態調査の調査集計、現計画
の目標達成状況の把握や具体的な施策
の実施状況とりまとめ、次期建設リサイク
ル推進計画に向けた新たな施策立案の
ための調査、情報収集・整理、資料作成
を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
インフラ情報･環境企画室
建設副産物・施工環境係
03-5253-8111
(24515)

200
電子マニフェストデータ
利用活用検討業務

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057 随意契約（企画競争） 4,620,000 5月20日

本業務は、各々個別のシステムを活用し
て連携が図れていないことから受注者に
多大な労力を要している既存法令に基づ
く届出等の登録作業の効率化などを目的
として、平成30年度より試験運用を実施
している「電子マニフェストデータ変換ツー
ル」について、利便性向上のための改良
を行うとともに、建設副産物物流に関する
情報の相互利用連携についての検討を
行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
インフラ情報･環境企画室
建設副産物・施工環境係
03-5253-8111
(24515)
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201

人間中心の都市を実現
するための都市空間の
再構築・利活用方策に
関する検討業務

共同提案体（代）（公社）日
本交通計画協会　他１社

8010005003758 随意契約（企画競争） 18,931,000 5月17日

街路空間をはじめとする都市空間の再構
築・利活用に関する事例や知見を収集し
整理・分析するとともに、実現に向けた具
体的手法と横展開方策の検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

202
平成３１年度　道路事
業の評価手法及び整備
効果に関する検討業務

平成３１年度　道路事業の
評価手法及び整備効果に関
する検討業務　計量計画研
究所・復建調査設計共同提
案体

- 随意契約（企画競争） 18,700,000 5月20日

道路の事業評価の充実を図るため、事前
評価における道路の整備効果を金銭的・
定量的に評価する手法や、事後評価に
おける整備効果の計測手法や評価手法
等へのフィードバックの手法について、検
討する。

道路局企画課評価室施
策分析評価係
tel：03-5253-8593

203

首都圏における高速道
路を賢く使うための料金
体系に関する調査検討
業務

（一財）　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 12,221,000 5月20日

平成28年4月からの首都圏の新たな高
速道路料金の今後の課題の整理等を実
施するとともに、平成30年6月に開通した
千葉外環供用前後の利用状況の変化等
の調査分析を行い、今後の課題の整理
等を実施する。

道路局高速道路課都市
高速係
tel：03-5253-8490

204

北海道運輸局管内にお
ける交通シームレス化の
在り方に関する調査等
業務

（一社）北海道開発技術セン
ター

2430005010809 随意契約（企画競争） 7,953,000 5月20日

阿寒湖温泉地区をモデル地区として、関
係者を集めた検討委員会の開催、対象
地区に関する公共交通等の基礎データ
収集、公共交通のダイヤ最適化、予約・
決済手段の改善等、ＭａａＳ活用に向けた
検討を行い、交通シームレス化を進める
ための基本方針を作成した。

北海道運輸局交通政策
部交通企画課
011-290-2721
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205
地盤特性等による道路
盛土構造物の機能低下
リスクに関する調査業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 49,500,000 5月21日

本業務は道路盛土構造物の性能評価を
行う上で、地盤特性に関連する不確実性
が道路機能に与える影響を分析するた
め、過年度の災害時に実施している点
検・調査記録等から地盤特性における不
確実性を抽出・整理するとともに、抽出さ
れた地盤特性に関連する不確実性につ
いて設計・施工・管理の各段階における
低減方法を技術基準類や対策結果によ
り分析・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
路基盤研究室
tel：029-864-8172

206

平成３１年度　下水道に
おける化学物質排出量
の把握及び化学物質管
理計画の策定推進等に
関する調査業務

（株）環境計画研究所 2012401016381 一般競争入札 4,180,000 5月22日
平成３１年度　下水道における化学物質
排出量の把握及び化学物質管理計画の
策定推進等に関する調査業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

207
平成３１年度　「道の駅」
機能向上方策検討等
業務

平成31年度「道の駅」機能
向上方策検討等業務日本
みち研究所・オリエンタルコン
サルタンツ共同提案体

- 随意契約（企画競争） 59,950,000 5月22日

「道の駅」の運営実態把握、「道の駅」の
ブランド機能向上方策検討、海外展開方
策の検討や、新規登録及び重点「道の
駅」選定手続き補助、新「道の駅」検討会
運営を行うもの。

道路局企画課評価室事
業分析評価係
tel：03-5253-8593

208
北米における道路関連
政策等の動向調査業務

北米における道路関連政策
等の動向調査業務公共計
画研究所インターナショナル
アクセスコーポレーション共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 24,915,000 5月22日

米国及びカナダの道路分野に関する最
新動向について、政府発表資料や各種
報道等から常時情報収集を行うとともに、
我が国の施策に資する動向については背
景などを詳細に調査し取りまとめる。

道路局企画課国際室国
際調査第二係
tel:03-5253-8906

209
平成３１年度　交通・防
災拠点の強化・推進に
関する検討業務

（一財）道路新産業開発機
構

3010005003267 随意契約（企画競争） 19,690,000 5月22日

道路ネットワークと連携した交通・防災拠
点やその空間を有効に活用しながら、多
様な交通モード間の接続（モーダルコネク
ト）の強化・推進、公共交通の利用環境
及び防災機能の向上のあり方について検
討を行うものである。

道路局企画課評価室官
民連携係
tel：03-5253-8593
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210
中国及び韓国における
道路関連政策等の動向
調査業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 9,955,000 5月22日

日中道路交流会議の開催等を通じて、
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、情報を収集し、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

211
欧州諸国における道路
関連政策等の動向調査
業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 9,944,000 5月22日

欧州諸国（欧州委員会を含む）の道路分
野に関する最新動向について、政府発表
資料や各種報道等から常時情報収集を
行うとともに、我が国の施策に資する動向
については背景などを詳細に調査し取り
まとめる。

道路局企画課国際室国
際調査第二係
tel:03-5253-8906

212
平成３１年度　観光地に
おける道路施策に関す
る調査検討業務

平成31年度観光地における
道路施策に関する調査検討
業務日本みち研究所・建設
環境研究所共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,900,000 5月22日

訪日外国人の増加を背景とした観光需
要の増加に対応するため、観光地におけ
るスポット的な観光渋滞対策を把握・分
析するとともに、国際空港やクルーズ港
湾からの道路観光交通の動向の把握、
観光地周辺での観光バス渋滞対策の方
策を検討するもの。

道路局企画課評価室事
業分析評価係
tel：03-5253-8593

213
長期優良住宅の制度普
及・運用の適正化に関
する調査検討業務

（株）市浦ハウジング＆プラン
ニング東京支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 11,440,000 5月22日

2019年６月に長期優良住宅の普及の促
進に関する法律の施行から10年が経過
することを見据え、長期優良住宅制度に
対する評価や課題を整理し、長期優良住
宅のさらなる普及促進に向けた取組の方
向性について、検討会において検討を
行っている。本業務では、当該検討会で
提示された課題等についての対応の方
向性や具体的な方策等について調査・検
討を行うことを目的とする。

住宅局
住宅生産課
内線：３９－４３５

214
平成３１年度低潮線保
全区域衛星画像撮影

国際航業（株） 9010001008669 一般競争入札 18,144,000 5月23日
平成３１年度低潮線保全区域衛星画像
撮影を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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215

平成３１年度　持続可
能な歩行者移動支援
サービス構築に向けた
検討業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390 随意契約（企画競争） 15,950,000 5月23日

民間事業者等がオープンデータを活用し
た多様な歩行者移動支援サービスを提
供できる環境の実現に向け、多様な主体
により整備されるバリアフリー情報の連携
に関する実証実験、他分野との協働によ
るデータ整備の促進に関する検討、効率
的なバリアフリー情報の更新手法に関す
る検討等を実施する。

総合政策局
総務課政策企画官（総合
交通体系担当）
03-5253-8111
（53115）

216
屋上緑化・壁面緑化の
推進に向けた調査・検
討業務

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 21,824,000 5月23日

民間企業等が実施する屋上緑化及び壁
面緑化の施工実績について、実績等の
把握及び動向の要因に関する分析を実
施するとともに、霞ヶ関合同庁舎3号館屋
上庭園の今後の活用方策の検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

217
土地区画整理事業にお
ける長期化等対策の効
果検証業務

共同提案体（代）（株）片平
新日本技研　他１社

1010001001854 随意契約（企画競争） 19,965,000 5月23日

長期未着手地区の適切かつ自主的な見
直しの検討や、地方公共団体や組合に
対して適切な指導等を行うための方策を
検討。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

218
スマートシティ時代の交
通結節点等のあり方検
討調査

共同提案体（代）（株）日建
設計総合研究所　他1社

7010001007490 随意契約（企画競争） 17,985,000 5月23日

スマートシティの実現に向けて、交通結節
点等のスマート化やこれに係るスマート・
プランニングのほか、自動運転技術や
カーシェア・次世代モビリティ等の普及を
見据えた新たな時代の交通結節点等の
整備方策等について検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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219
マネジメントを見据えた
駐車場施策に関する調
査検討

共同提案体（代）（一財）計
量計画研究所　他１社

5011105004806 随意契約（企画競争） 15,994,000 5月23日

荷さばき需要に焦点をあてた実態調査を
通じて、荷さばきのための駐車場施策に
ついて検討を行うほか、路外駐車場の構
造及び運営に関する実態調査を通じて、
将来を見据えた路外駐車場の技術的基
準のあり方や、整備後の維持管理・運営
に係るマネジメント手法等について検討を
行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

220
都市交通における自動
運転技術の導入に関す
る調査検討業務

共同提案体（代）（公社）日
本交通計画協会　他１社

8010005003758 随意契約（企画競争） 15,917,000 5月23日

都市における自動運転技術の活用につ
いて、主に基幹的なバス等の公共交通に
着目し、実証実験や新技術の導入機運
を醸成するための取組を通して、社会実
装に向けた活用方策及び都市の環境整
備について検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

221
液状化ハザードマップに
おける被害リスクの表現
手法検討業務

復建調査設計（株） 4240001010433 随意契約（企画競争） 14,993,000 5月23日

液状化ハザードマップ総合技術開発プロ
ジェクトの一環として、液状化被害が発生
した地区における住民生活等への影響の
調査、液状化ハザードマップの表現方法
等の検討、液状化ハザードマップに関す
るワークショップの運営補助等を行い、液
状化ハザードマップ作成マニュアル（素
案）の更新を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

222

中枢中核都市等におけ
るまちなかの都市交通
施策の推進に関する調
査検討業務

共同提案体（公社）日本交
通計画協会　他１社

8010005003758 随意契約（企画競争） 13,981,000 5月23日

中枢中核都市等における居住・産業等の
動向や中心部の活力、関連する都市交
通施策等の現状についての詳細調査を
行い、今後の都市交通施策の展開に向
けた課題整理及び検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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223
国際的な大規模イベント
の開催と都市公園整備
のあり方に関する調査

共同提案体（代）（株）プレッ
ク研究所

5010001081785 随意契約（企画競争） 13,497,000 5月23日

国際的な大規模イベントの開催と都市公
園整備のあり方について調査を行うととも
に、新たな観点を取り入れたまちづくりや
地域活性化推進の拠点として、都市公園
が役割を担っていくために必要な対応等
について検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

224
これからの自転車駐車
場施策に関する検討調
査業務

共同提案体（代）（公）日本
交通計画協会　他１社

8010005003758 随意契約（企画競争） 12,980,000 5月23日

自転車の活用推進を図るために、地域の
駐輪ニーズに応じた自転車駐車場施策
に関して検討するとともに、シェアサイクル
の導入促進方策等について検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

225
交通結節点と周辺開発
のあり方に関する検討
業務

（株）日本総合研究所 4010701026082 随意契約（企画競争） 12,980,000 5月23日

多岐にわたる関係者の連携による交通結
節点整備がもたらすストック効果について
客観的な評価が行えるような推計手法や
各関係者の役割分担などに関する検討
を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

226
国営公園等の整備・管
理に関する効率化検討
業務

（株）プレック研究所 5010001081785 随意契約（企画競争） 12,958,000 5月23日

利用者への一層のサービス水準の向上
を図っていくため、国営公園等の整備・管
理の一層の効率化に向けた方策検討に
必要な事例や情報の収集・分析、平成
30年4月より実施している入園料等の試
行に関するデータ収集・効果分析を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

227

都市における低未利用
空間を活用した都市環
境向上モデル調査業務
（平成３1年度）

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 11,990,000 5月23日

本業務は、民間主導での低未利用空間
の活用により、良好な都市環境の形成
等、まちづくりと連動しながら自立的運営
に資する実施要件を検証した。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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228
都市公園におけるユニ
バーサルデザイン化の
推進に向けた検討調査

（一社）日本公園緑地協会 8010005018756 随意契約（企画競争） 10,956,000 5月23日

都市公園におけるユニバーサルデザイン
化の促進にむけたモデル調査と情報発
信、および移動等円滑化整備ガイドライン
の充実化に向けた検討を実施した。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

229
都市開発と連携した基
盤施設の整備方策検討
業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490 随意契約（企画競争） 9,977,000 5月23日

都市部における都市開発と連携した基盤
施設整備の今後のあり方について、具体
の都市開発が想定されている地区におけ
るケーススタディを通して検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

230
都市公園ストックの適正
な管理・活用・更新に関
する検討業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 9,955,000 5月23日

都市公園の適正な管理・活用・更新のさ
らなる促進のため、現況調査および情報
分析、公園の集約・再編の具体事例の把
握、事故情報の集約および原因分析等
を実施した。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

231
屋外広告物活用促進
検討調査

（株）アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 9,900,000 5月23日
屋外広告物の活用によるまちの活性化
等の効果の分析とあり方の検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

232

都市構造等の変化によ
る環境面の効果に関す
る調査検討業務（平成
３１年度）

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 6,996,000 5月23日

本業務は、持続可能な都市環境の形成
に向けた施策展開のあり方を検討するた
め、都市におけるグリーンインフラの整備
や都市構造の変化によって生じる環境面
の効果の調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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233
多様性とイノベーション
の創出による都市再生
に関する調査業務

（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 4,996,200 5月23日

都市の持続的な競争力強化・生産性向
上を実現するため、新たなイノベーション
の創出に向けた、多様な活動主体の集
積と交流による都市再生の実現方策に
関して、国内外の事例調査・整理、有識
者懇談会の取りまとめを行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

234

平成３１年度ICT・AI等
の新たな技術を活用し
た面的な観光渋滞対策
に関する検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 29,865,000 5月23日

ＩＣＴ・ＡＩ等の革新的な技術を活用した車
や人の動向把握等の実証実験を踏ま
え、観光流動の把握・分析手法やエリア
観光渋滞対策のあり方の検討を行う。

道路局企画課評価室事
業分析評価係
tel：03-5253-8593

235
海外道路プロジェクトに
関する調査検討業務

海外道路プロジェクトに関す
る調査検討業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 25,960,000 5月23日

海外道路プロジェクトへの本邦企業参入
促進に向け、途上国を中心とした海外諸
国における道路分野の基礎データを調
査・分析するとともに、主要道路プロジェク
トに関する情報整理を行う。

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

236
高速道路の安全対策検
討業務

（一財）　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 25,454,000 5月23日

暫定２車線等の高速道路の機能・構造に
関して、安全性や防災・減災等の観点で
課題を抽出し、４車線化、付加車線設
置、ワイヤロープ設置等を含め総合的な
安全対策に関する調査分析を行う

道路局高速道路課高速
道路係
tel：03-5253-8490

237
高速道路における逆走
対策検討業務

高速道路における逆走対策
検討業務オリエンタルコンサ
ルタンツ・道路新産業開発
機構共同提案体

- 随意契約（企画競争） 20,328,000 5月23日
高速道路での逆走事案の発生状況、原
因を整理・分析し、効果的な逆走防止対
策を検討する。

道路局高速道路課有料
道路調整室防災・技術係
tel：03-5253-8491
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238
高速道路に関する交通
関連データの整理・検
討業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 15,158,000 5月23日
高速道路や並行一般道路の交通量、旅
行速度、渋滞状況等の地域毎の各種調
査データの整理・検討を行う。

道路局高速道路課事業
企画係
tel：03-5253-8490

239

平成３１年度　道路事
業の時間価値及び走行
経費原単位に関する検
討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 11,880,000 5月23日

今後の時間価値原単位や走行経費原単
位の推計手法に影響を与える最新の国
内外の社会情勢の動向や適用事例につ
いて整理するとともに、それらを考慮した
時間価値原単位等の推計手法のあり方
に関する最新の学術的知見やデータを収
集・分析し、我が国に適した時間価値原
単位及び走行経費減単位の推計手法の
検討する。

道路局企画課評価室施
策分析評価係
tel：03-5253-8593

240
道路関係国際機関の動
向調査業務

（一財）　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 9,900,000 5月23日

道路関係国際機関（PIARC、ITF、TRC、
REAAA、IRF等）の会議等の情報収集、
対処方針等の検討、会議資料の作成を
行うとともに、同国際機関における主要会
議や出版物について調査し、重点事項の
取りまとめ等を行う。

道路局企画課国際室国
際調査第二係
tel:03-5253-8906

241
公的機関における動的
データ利活用動向に関
する調査業務

株式会社価値総合研究所 3010401037091 随意契約（少額随契） 993,600 5月24日
公的機関における人流データの利活用
動向を調査収集し、データの管理・流通
に関する課題等の検討を実施

国土政策局国土情報課
課長補佐（人流担当）
tel：03-5253-8353

242
浸水対策に関する情報
発信支援業務

（公財）日本下水道新技術
機構

4011105003503 随意契約（少額随契） 979,000 5月24日
浸水対策に関する情報発信支援業務を
行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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243
インバウンドに対応したイ
ンフラ施設の観光資源
化検討業務

（株）近畿日本ツーリスト首都
圏

2010001187437 随意契約（企画競争） 46,750,000 5月24日

本業務は、主に現在国内向けに実施して
いるインフラツーリズムを今後インバウンド
に展開していくにあたり、新たな観光需要
の創出に向けたツアー造成を図り、訪日
外国人旅行客の満足度向上・消費拡大
を目的に、既に国内向けに多くの来訪者
があるインフラ施設を対象に、インバウンド
へのアンケートやヒアリングによるニーズ把
握、インバウンド向けのファムツアーを実
施するものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
観光事業調整係
03-5253-8111
(24524)

244
都市におけるイノベー
ション創出に関する検討
調査

（株）野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 22,550,000 5月24日
都市におけるイノベーションの創出に必要
な要素を都市の特性ごとに検討し、指標
化を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

245
令和元年度インバウンド
向け水インフラツアー調
査業務

株式会社ＪＴＢ 8010701012863 随意契約（企画競争） 28,466,791 5月24日
水源地域振興に資するインバウンド能力
向上を目的とするツアーの企画、実施

水管理・国土保全局水資
源部水資源政策課
03-5253-8111
(内線31314)

246
令和元年度都市用水
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

7010001042703 随意契約（企画競争） 21,001,680 5月24日
水需要の動向把握、将来水需要量の推
計及び水資源開発基本計画に関する基
礎資料作成

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

247
令和２年地価調査業務
に係るデータ集計、分析
等業務

ＴＩＳ（株） 2010001134133 一般競争入札 3,683,900,000 5月27日

地価公示法の規定に基づき行った1月1
日現在の標準地の価格判定について、
地価公示鑑定評価員から提出された各
種データの集計、分析を行った上、全国
の地価状況を把握した。

土地・建設産業局地価調
査課公示係
tel:03-5253-8379
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248
平成３１年度所有者不
明土地連携協議会活
動支援等検討業務

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057 随意契約（企画競争） 20,493,000 5月27日

所有者不明土地の効果的な探索等をま
とめた手引きの作成、講演会、講習会の
開催等、地方公共団体等を構成員とす
る協議会への支援を行うとともに、課題の
分析・検討を行った。

土地・建設産業局総務課
公共用地室支援係
tel：03-5253-8270

249
中国地区の道路におけ
るＩＴＳ技術活用検討業
務

(株)長大 5010001050435 随意契約（公募） 20,251,000 5月27日
中国地域の道路におけるETC2.0のデー
タ分析とサービスの機能向上の検討、ま
た社会実験による効果検証を実施

中国地方整備局道路部
交通対策課
tel:082-221-9231（内
線87-4531）

250
下水道事業に関する広
域連携及び補完体制構
築検討業務

NJS・日水コン共同提案体 - 随意契約（企画競争） 20,020,000 5月28日
下水道事業に関する広域連携及び補完
体制構築検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

251

要配慮者利用施設にお
ける土砂災害からの実
効性の高い警戒避難体
制整備検討業務

（一財）砂防フロンティア整備
推進機構

4011105003503 随意契約（企画競争） 10,989,000 5月28日
要配慮者利用施設における土砂災害か
らの実効性の高い警戒避難体制整備検
討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

252
下水道ＢＣＰ策定マニュ
アル改訂検討業務

（公財）日本下水道新技術
機構

4011105003503 随意契約（企画競争） 7,986,000 5月28日
下水道ＢＣＰ策定マニュアル改訂の検討
を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

253

平成３１年度　歩行者
移動支援サービスの展
開に向けた環境整備業
務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（企画競争） 18,315,000 5月28日

民間事業者等がオープンデータを活用し
た多様な歩行者移動支援サービスを提
供できる環境の実現に向け、地方自治体
等の施策と連携したデータ作成に関する
実証事業の支援及びガイドライン作成等
を実施する。

総合政策局
総務課政策企画官（総合
交通体系担当）
03-5253-8111
（53115）
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254
インフラツーリズムの情
報発信検討業務

インフラツーリズムの情報発
信検討業務（株）JTBｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ・（株）JTB共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 48,433,000 5月28日

本業務は、世界に誇る日本の土木技術
等を観光資源として活用するインフラツー
リズムの拡大のため、国内における認知
度向上を図り、インバウンドに向けた海外
への情報発信を行うことを目的に、ポータ
ルサイトの改善、シンポジウムの開催、PR
動画や情報誌の作成を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
観光事業調整係
03-5253-8111
(24524)

255
専門工事企業の施工能
力の見える化等に関す
る検討業務

（株）現代計画研究所 9011601002061 随意契約（企画競争） 9,999,000 5月28日

建設技能者の能力評価制度と連動し、
人を大切にし、施工能力の高い専門工事
企業が適切に評価される仕組みを構築
するための検討を行った。

土地・建設産業局建設市
場整備課専門工事業・建
設関連業振興室建設振
興係
tel：03-5253-8282

256
道路通信に関する標準
化支援業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 4,939,000 5月28日

本業務は、国際標準化活動の支援及び
国際動向調査に加え、今後の国内展開
に必　要となるデータベース項目の整理
等の支援を行う。

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

257
硬質瀝青管に関する長
期浸漬試験業務

新日本環境調査（株） 3010901005481 一般競争入札 2,046,000 5月28日

下水道管きょに使用されている硬質瀝青
管の特性を把握するため、硬質瀝青管の
試料を試験溶液に浸漬させるとともに、硬
質瀝青管に含浸されているコールタール
の含有量の変化を測定した。

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

258

九州運輸局管内におい
て運航しているジェット
フォイルの今後のあり方
に関する基礎調査業務

（公財）ながさき地域政策研
究所

5310005000769 随意契約（企画競争） 5,973,000 5月28日

ジェットフォイルの特徴を整理した上で、
関係自治体や運航事業者に対するアン
ケート調査を踏まえつつ、今後のあり方を
取りまとめる。

九州運輸局交通政策部
交通企画課
tel:092-472-2315

259
平成３１年度渇水リスク
評価等に関する調査検
討業務

一般財団法人国土技術研
究センター・パシフィックコン
サルタンツ株式会社設計共
同体

- 随意契約（企画競争） 10,889,000 5月29日
渇水リスク評価指標の検証及び気候変
動を踏まえた水資源への影響評価検討

水管理・国土保全局水資
源部水資源計画課
03-5253-8111
(内線31234)
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260
令和元年水害統計調
査委託業務

広島県 7000020340006 随意契約（競争性なし） 556,500 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

261
令和元年水害統計調
査委託業務

岡山県 4000020330001 随意契約（競争性なし） 461,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

262
令和元年水害統計調
査委託業務

福岡県 6000020400009 随意契約（競争性なし） 445,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

263
令和元年水害統計調
査委託業務

京都府 2000020260002 随意契約（競争性なし） 422,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

264
令和元年水害統計調
査委託業務

兵庫県 8000020280003 随意契約（競争性なし） 391,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

265
令和元年水害統計調
査委託業務

埼玉県 1000020110001 随意契約（競争性なし） 369,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

266
令和元年水害統計調
査委託業務

熊本県 7000020430005 随意契約（競争性なし） 354,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

267
令和元年水害統計調
査委託業務

北海道 7000020010006 随意契約（競争性なし） 350,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

268
令和元年水害統計調
査委託業務

島根県 1000020320005 随意契約（競争性なし） 321,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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269
令和元年水害統計調
査委託業務

高知県 5000020390003 随意契約（競争性なし） 291,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

270
令和元年水害統計調
査委託業務

三重県 5000020240001 随意契約（競争性なし） 271,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

271
令和元年水害統計調
査委託業務

茨城県 2000020080004 随意契約（競争性なし） 261,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

272
令和元年水害統計調
査委託業務

鹿児島県 8000020460001 随意契約（競争性なし） 260,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

273
令和元年水害統計調
査委託業務

宮城県 8000020040002 随意契約（競争性なし） 241,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

274
令和元年水害統計調
査委託業務

山形県 5000020060003 随意契約（競争性なし） 237,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

275
令和元年水害統計調
査委託業務

和歌山県 4000020300004 随意契約（競争性なし） 235,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

276
令和元年水害統計調
査委託業務

大分県 1000020440001 随意契約（競争性なし） 231,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

277
令和元年水害統計調
査委託業務

長野県 1000020200000 随意契約（競争性なし） 226,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５
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278
令和元年水害統計調
査委託業務

栃木県 5000020090000 随意契約（競争性なし） 225,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

279
令和元年水害統計調
査委託業務

山口県 2000020350001 随意契約（競争性なし） 225,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

280
令和元年水害統計調
査委託業務

岩手県 4000020030007 随意契約（競争性なし） 223,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

281
令和元年水害統計調
査委託業務

静岡県 7000020220001 随意契約（競争性なし） 223,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

282
令和元年水害統計調
査委託業務

愛知県 1000020230006 随意契約（競争性なし） 218,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

283
令和元年水害統計調
査委託業務

秋田県 1000020050008 随意契約（競争性なし） 207,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

284
令和元年水害統計調
査委託業務

宮崎県 4000020450006 随意契約（競争性なし） 206,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

285
令和元年水害統計調
査委託業務

長崎県 4000020420000 随意契約（競争性なし） 204,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

286
令和元年水害統計調
査委託業務

愛媛県 1000020380008 随意契約（競争性なし） 200,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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287
令和元年水害統計調
査委託業務

東京都 8000020130001 随意契約（競争性なし） 190,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

288
令和元年水害統計調
査委託業務

新潟県 5000020150002 随意契約（競争性なし） 189,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

289
令和元年水害統計調
査委託業務

徳島県 4000020360007 随意契約（競争性なし） 188,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

290
令和元年水害統計調
査委託業務

千葉県 4000020120006 随意契約（競争性なし） 172,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

291
令和元年水害統計調
査委託業務

奈良県 1000020290009 随意契約（競争性なし） 165,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

292
令和元年水害統計調
査委託業務

青森県 2000020020001 随意契約（競争性なし） 163,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

293
令和元年水害統計調
査委託業務

神奈川県 1000020140007 随意契約（競争性なし） 161,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

294
令和元年水害統計調
査委託業務

大阪府 4000020270008 随意契約（競争性なし） 160,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

295
令和元年水害統計調
査委託業務

滋賀県 7000020250007 随意契約（競争性なし） 136,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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296
令和元年水害統計調
査委託業務

石川県 2000020170003 随意契約（競争性なし） 135,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

297
令和元年水害統計調
査委託業務

佐賀県 1000020410004 随意契約（競争性なし） 131,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

298
令和元年水害統計調
査委託業務

沖縄県 1000020470007 随意契約（競争性なし） 131,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

299
令和元年水害統計調
査委託業務

香川県 8000020370002 随意契約（競争性なし） 122,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

300
令和元年水害統計調
査委託業務

富山県 7000020160008 随意契約（競争性なし） 121,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

301
令和元年水害統計調
査委託業務

岐阜県 4000020210005 随意契約（競争性なし） 116,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

302
令和元年水害統計調
査委託業務

福島県 7000020070009 随意契約（競争性なし） 110,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

303
令和元年水害統計調
査委託業務

福井県 4000020180009 随意契約（競争性なし） 101,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

304
令和元年水害統計調
査委託業務

山梨県 8000020190004 随意契約（競争性なし） 98,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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305
令和元年水害統計調
査委託業務

群馬県 7000020100005 随意契約（競争性なし） 96,000 5月29日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

306
道路分野におけるインフ
ラシステム海外展開支
援業務

道路分野におけるインフラシ
ステム海外展開支援業務共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 35,002,000 5月29日

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、二国間会議・セミナーの開
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

307
日ASEAN交通連携にお
ける道路メンテナンス調
査検討業務

日ASEAN交通連携における
道路メンテナンス調査検討
業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 35,002,000 5月29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
と道路メンテナンスの技術基準の検討に
向けた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

308
踏切道対策に関する検
討業務

踏切道対策に関する検討業
務パシフィックコンサルタンツ
株式会社・日本みち研究所
共同提案体

- 随意契約（企画競争） 25,949,000 5月29日

踏切道対策推進に関する最新情報を踏
まえた踏切道データベースの更新、デー
タ分析、資料作成等を行う。また、踏切
道改良促進法改正に向けた現行制度の
効果・課題及び施策方針の検討を行う。

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

309

平成31年度　ビッグ
データを活用した幹線
道路における交通安全
対策推進方策に関する
検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 23,210,000 5月29日

ビッグデータを活用した幹線道路の交通
安全対策の効果検証方法及び今後の幹
線道路の交通安全対策の進め方等につ
いて検討を行う。

道路局環境安全・防災課
道路交通安全対策室交
通安全係
tel：03-5253-8907
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310

重要物流道路における
特車通行許可不要区
間等の充実に向けた調
査検討業務

（一財）　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 20,790,000 5月29日

国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高）をはじ
めとする大型貨物車両の通行に関する情
報の収集、分析や特車通行許可不要区
間及び大型車誘導区間に関する情報の
収集、分析を行い、国際海上コンテナ車
（４０ｆｔ背高）等の通行円滑化のための施
策の検討、特車通行許可不要区間及び
大型車誘導区間の充実に資することを目
的とするものである。

道路局企画課道路経済
調査室調査第一係
tel：03-5253-8487

311

平成31年度　景観に配
慮した道路空間の形
成・道路のデザインに関
する調査検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 16,775,000 5月29日

地域にふさわしい道路景観の実現に向
け、課題を整理し、景観に配慮した道路
の整備、維持管理を行う具体の取組の推
進等に関する検討を行う。

道路局環境安全・防災課
計画係
tel：03-5253-8495

312

新たな物流システムに
対応した高速道路インフ
ラの活用等に関する調
査検討業務

（一財）　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 15,268,000 5月29日

中継輸送及びダブル連結トラックの本格
運用、今後のトラック隊列走行の実現、
大雪時のチェーン規制運用を見据えた
休憩施設等、高速道路インフラの活用の
ありかた等の検討。

道路局高速道路課有料
道路調整室事業推進係
tel：03-5253-8491

313

平成31年度　ビッグ
データを活用した生活
道路における交通安全
対策推進方策に関する
検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 13,970,000 5月29日

ビッグデータを活用した生活道路の交通
安全対策の効果検証方法及び今後の生
活道路の交通安全対策の進め方等につ
いて検討を行う。

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

314
平成３１年度　道路関
係計数等に関するデー
タ等整理業務

アクロスロード（株） 2020001088122 一般競争入札 7,593,300 5月30日

平成３１年度に実施する道路事業の予算
要求及び編成作業等について、作業に
利用する予算システムの過年度からの移
行、帳票の改良、計数データの集計及び
とりまとめ等を行う。

道路局企画課企画第一
係
tel：03-5253-8485
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315
建築分野におけるＢＩＭ
活用の推進方策の検討
に関する業務

（一財）建築保全センター 4010005018719 随意契約（企画競争） 10,958,239 5月30日

BIMを活用した建築生産プロセス等の将
来像・工程表やBIMを活用した建築物の
生産・維持管理のプロセスにおける業務
の進め方の検討支援、建築BIM推進会議
の運営支援等を行うものである。

住宅局
建築指導課
内線：３９－５４２

316

道路土工と舗装の一体
型診断システムに基づ
いた長寿命化修繕方法
の開発

国立大学法人岐阜大学 5200005002181 随意契約（公募） 16,346,000 5月30日

過年度の実験施工現道区間のモニタリン
グを継続するとともに、路盤への水の浸入
を防ぐ工法の適用、過年度に施工した工
法に係る室内実験を行い、その効果及び
留意事項を確認した。

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

317
高速道路合流支援シス
テム車両検知センサ検
証及び仕様書修正業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 10,120,000 5月30日

合流部支援サービスについて、国総研試
験走路におけるセンサ精度検証試験や、
仕様書案の修正、センサ検知結果のログ
のフォーマット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

318
北海道港湾における大
規模災害発生時の啓開
計画検討業務

（一社）寒地港湾技術研究
センター

3430005000825 随意契約（公募） 14,157,000 5月30日

漂流物等の事前予測を行い、啓開作業
に必要な日数等を検討し、検討結果をも
とに関係機関と図上訓練を実施し課題を
抽出する。

北海道開発局港湾空港
部空港・防災課防災情報
係
tel：011-709-2311
(内5669)
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319

中部、近畿エリアにおけ
る官民連携事業の推進
のための地域プラット
フォーム形成支援業務

中部、近畿エリアにおける官
民連携事業のためのプラット
フォーム形成支援等業務共
同提案体

3010401011971 随意契約（企画競争） 37,900,500 5月30日

中部、近畿エリアのブロックプラットフォー
ムの事業計画の企画立案とその開催・運
営の支援を行うとともに、地方ブロックプ
ラットフォームに係る課題や官民連携事
業の導入促進に係る課題等を整理し、対
応方策案の検討を行った。
また、平成29年度以降支援を継続してい
る中部、近畿エリアの自治体プラット
フォームの活動支援を行った。
（注）中部、近畿エリアとは福井県、岐阜
県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県。
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県を対象とする。
具体的には、ブロックプラットフォームの取
組計画の検討、取組支援と自治体プラッ
トフォームの運営、開催・運営等に係る支
援を実施した。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携事業係
03-5253-8981

320
官民連携モデル形成支
援等業務（その１）

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 24,145,000 5月31日

「官民連携モデル形成支援」として、広域
連携・分野連携による官民連携事業を調
査・検討する人口20万人未満の地方公
共団体を支援し、民間事業者等との連携
に係るプロセス・課題等を抽出し、モデル
として横展開した。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携事業係
03-5253-8981



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

321

北海道、東北エリアにお
ける官民連携事業の推
進のための地域プラット
フォーム形成支援等業
務

パシフィックコンサルタンツ
（株）首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 28,435,000 5月31日

北海道、東北エリアのブロックプラット
フォームの事業計画の企画立案とその開
催・運営の支援を行うとともに、地方ブロッ
クプラットフォームに係る課題や官民連携
事業の導入促進に係る課題等を整理し、
対応方策案の検討を行った。
また、平成29年度以降支援を継続してい
る北海道、東北エリアの自治体プラット
フォームの活動支援を行った。
（注）北海道、東北エリアとは北海道、青
森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県を対象とする。
具体的には、ブロックプラットフォームの取
組計画の検討、取組支援と自治体プラッ
トフォームの運営、開催・運営等に係る支
援を実施する。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携事業係
03-5253-8981

322

自然災害の影響と防災
目的の公共投資の効果
の把握に関する調査検
討業務

自然災害の影響と防災目的
の公共投資の効果の把握に
関する調査検討業務復建調
査設計・システム科学研究
所共同提案体

4240001010433 随意契約（企画競争） 11,000,000 5月31日

自然災害による被害額を把握するととも
に、インフラ整備と減災効果の関係を整
理し、その成果を災害時の経済被害の軽
減を図るための施策のあり方に関する検
討を行った。

総合政策局社会資本整
備政策課
経済政策係
03-5253-8982

323

平成３１年度　ベトナム
における我が国の土地
評価制度導入パイロット
事業

（公社）日本不動産鑑定士
協会連合会

7010405010470 随意契約（企画競争） 11,979,000 5月31日

ベトナムのハイフォン市において、日本の
土地評価手法に基づく土地評価パイロット
事業を実施したほか、ホーチミン市におい
て、日本方式による土地評価を試行し
た。

土地・建設産業局総務課
国際室国際調査係
ｔｅｌ:03-5253-8280

324

平成３１年度　日・比建
設会議及び日・尼建設
会議並びにフィリピン共
和国における建設分野
の技能育成に関する事
業

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165 随意契約（企画競争） 10,945,000 5月31日

日・比建設会議及び日・尼建設会議の開
催支援業務を行ったほか、フィリピンにて
建設分野における人材育成事業を実施
した。

土地・建設産業局総務課
国際室国際調査係
ｔｅｌ:03-5253-8280
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325

関東、北陸エリアにおけ
る官民連携事業の推進
のための地域プラット
フォーム形成支援等業
務

有限責任監査法人　トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 44,990,000 6月3日

関東、北陸エリアのブロックプラットフォー
ムの事業計画の企画立案とその開催・運
営の支援を行うとともに、地方ブロックプ
ラットフォームに係る課題や官民連携事
業の導入促進に係る課題等を整理し、対
応方策案の検討を行った。
また、平成29年度以降支援を継続してい
る関東、北陸エリアの自治体プラット
フォームの活動支援を行った。
（注）北海道、東北エリアとは茨城県、栃
木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟県、富山県、石川
県、山梨県、長野県を対象とする。
具体的には、ブロックプラットフォームの取
組計画の検討、取組支援と自治体プラッ
トフォームの運営、開催・運営等に係る支
援を実施した。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携政策係
03-5253-8981

326

平成31年度　アジア・太
平洋地域における地理
空間情報インフラ整備
推進方策検討業務

アジア航測株式会社 6011101000700 随意契約（企画競争） 18,029,000 6月3日

アジア・太平洋地域における地理空間情
報インフラの整備状況及び課題を整理。
さらに、同分野のインフラ開発課題の現
地調査を行い、具体的支援策を検討す
るもの。

総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力第1
係
tel:03-5253-8111

327

平成３１年度　地域にお
ける総合的な交通体系
の整備に係る調査検討
業務

（株）サンビーム 4010001095836 随意契約（企画競争） 9,988,000 6月3日

地方部や中山間地域等において地域交
通の円滑な移動を確保するため、互助に
よる輸送等に関する調査・検討等を実
施。

総合政策局総務課政策
企画官（総合交通体系担
当）
03-5253-8111
（53113）
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328
道路上の障害に関する
先読み情報提供システ
ム検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 9,900,000 6月3日

車両等が保有する情報を活用し、高速道
路において事故や落下物等による道路
上の障害情報を提供するサービスを運用
するための解説書案の作成や、緊急通
報情報との連携サービスのシステム検討
等を行うもの。

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

329

平成３１年度幹線道路
の交通調査基本区間
データの更新に関する
業務

（株）公共計画研究所 3011001007682
一般競争入札（総合評価方
式） 8,250,000 6月3日

本業務は、道路交通センサスデータ、交
通量や旅行速度等の各種調査結果を相
互に関連付け、渋滞損失時間等の交通
流動指標等の分析を効率的に行うために
設定している幹線道路の交通調査基本
区間データの更新を行うとともに、基本交
差点データ及び交通調査基本区間－デ
ジタル道路地図（以下「ＤＲＭ」という。）対
応テーブルを作成するものである。

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

330
情報通信技術等を活用
したコンテナ輸送効率
化検討業務（その２）

情報通信技術等を活用した
コンテナ輸送効率化検討業
務（その２）みなと総研・三井
E＆Sマシナリー設計共同体
代表者　みなと総合研究財
団

8010405009702 随意契約（企画競争） 64,999,000 6月3日

本業務は、横浜港南本牧ふ頭において、
平成30年度に関東地方整備局が構築し
たCONPASの改修を行い、試験運用を通
じて効果検証を行うとともに、コンテナ輸
送の更なる効率化を進めるため、AI、IoT
等の技術に関する活用検討を行うもので
ある。

関東地方整備局
総務部経理調達課
TEL:045-211-7413

331
四国の港湾に関する中
長期構想・整備計画等
検討業務

（公社）日本港湾協会 7010405000967 随意契約（企画競争） 29,370,000 6月3日

四国の港湾における中長期構想・整備計
画（仮称）を策定するため、四国の港湾を
取り巻く情勢について整理・分析するとと
もに、中長期的に四国の港湾が果たすべ
き役割や港湾政策の方向性について検
討を行うものである。

四国地方整備局 港湾空
港部 港湾計画課
tel:087-811-8330
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332
協調ＩＴＳサービスの運
用及び技術開発に向け
た検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 108,790,000
(6月4日)
9月29日

令和3年3月公表予定

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

333
公共工事における環境
物品の調達に関する調
査整理業務

一般財団法人　先端建設技
術センター

1010005002873 随意契約（企画競争） 10,120,000 6月4日

グリーン購入法に基づく「環境物品等の
調達の推進に関する基本方針」に定める
「特定調達品目」のうち、土木分野におけ
る新規提案品目に関する評価、判断基
準の見直し等を行う基礎資料とするた
め、発注者が貸与する資料に基づき、提
案品目の調査・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、既特定調達品目の妥当
性検証のための基礎資料の整理等を行
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シス
テム研究室
tel：029-864-2677

334
令和元年水害統計調
査委託業務

鳥取県 7000020310000 随意契約（競争性なし） 137,000 6月5日
令和元年水害統計調査委託業務を行
う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

335
平成３１年度　総合的な
交通体系の評価手法高
度化業務

（株）ライテック 7011101057995 随意契約（企画競争） 4,994,000 6月5日

過年度の調査で整理している現行の総
合交通分析システム（NITAS）の課題をも
とに、利用者の意見も踏まえNITASの機
能改善を行うとともに、収蔵データの更新
を行う。

総合政策局総務課政策
企画官（総合交通体系担
当）
03-5253-8111
（53114）

336
平成３１年度　自転車の
統計に関する整理等業
務

平成３１年度　自転車の統
計に関する整理等業務建設
技術研究所・日本みち研究
所共同提案体

- 随意契約（企画競争） 10,505,000 6月5日

自転車通行空間整備形態別延長の整
理及び電子地図の時点修正や自転車に
関する統計の収集・整理及び分析を行
う。

道路局参事官付技術係
tel：03-5253-8495
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337
センシングデータを活用
した特車審査の高度化
等に関する検討業務

日本デジタル道路地図協
会・アジア航測共同提案体

- 随意契約（企画競争） 29,502,000 6月5日

車両搭載型センシング技術を活用して取
得したデータについて、センシングデータ
を活用した効率的な特殊車両通行許可
審査等の検討を行うとともに、取得した膨
大なデータの管理手法の検討を行う。

道路局道路交通管理課
車両通行対策室技術第
一係
tel：03-5253-8483

338
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） 20,350,000 6月5日
高速道路の料金施策に関して、交通量
やその他の幅広い関連データの分析を行
い、総合的に効果を検証する。

道路局高速道路課事業
企画係
tel：03-5253-8490

339

平成31年度　多様な
ニーズに対応した道路
空間利活用のあり方等
に関する調査検討業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 16,852,000 6月5日

道路利用者の多様なニーズに対応した
道路空間の利活用のあり方や道路環境
を取り巻く状況等について、調査・検討を
行う。

道路局環境安全・防災課
計画係
tel：03-5253-8495

340
効率的な道路情報の集
約・提供方法および運
用に関する検討業務

効率的な道路情報の集約・
提供方法および運用に関す
る検討業務日本道路交通情
報センター及びニュープラン
ニング共同提案体

- 随意契約（企画競争） 14,905,000 6月5日

民間事業者が実施する道路交通情報の
提供に関する最新動向調査や、過年度
の検討結果を踏まえた道路情報提供シ
ステムにかかる技術資料の整理、関連す
る機器の仕様の確認等を行い、道路管
理者による迅速かつ的確な情報提供に
ついて検討を行う。

道路局道路交通管理課
高度道路交通システム推
進室道路交通情報係
tel：03-5253-8484

341
地価の個別化・多極化
に対応した鑑定評価手
法の検討業務

（公社）日本不動産鑑定士
協会連合会

7010405010470 随意契約（企画競争） 7,978,300 6月5日

人口減少地域における土地市場に係る
実態を調査・分析し、地価の個別化・多
極化傾向を不動産の鑑定評価に適切に
反映するための課題の整理および対応
方策の検討を行った。

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：03-5253-8111
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342
2019年度建築保全業
務労務費等調査業務

一般財団法人経済調査会 1010005002667
一般競争入札（総合評価方
式） 11,990,000 6月6日

保全業務従事者の賃金、労働時間等に
係る実態調査及び資料作成を行い、各
省各庁の施設管理者が、官庁施設の建
築保全業務に係る費用を積算するため
の参考単価である建築保全業務労務単
価の作成に資する。

官庁営繕部計画課保全
指導室保全基準係
tel：03-5253-8111
（内線　23-318）

343

インフラの維持管理にお
ける民間からの資金調
達手法等に関する調査
業務

みずほ総合研究所（株） 5010001021403 随意契約（企画競争） 11,990,000 6月6日

民間資金を活用したインフラの整備・維
持管理スキームを整理し、その事例収集
を行った上で、民間資金を活用したインフ
ラの維持管理の可能性及びその具体ス
キームについて検討し、当該スキームを
構築する際の課題整理及びその解決方
策について検討を行った。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携政策係
03-5253-8981

344
平成３１年度　幹線旅
客流動の把握に関する
高度化検討調査

幹線旅客流動の把握に関す
る高度化検討調査に関する
運輸総合研究所・三菱総合
研究所共同提案体
（代表者（一財）運輸総合研
究所）

4010405010473 随意契約（企画競争） 13,000,000 6月6日

令和2年度に実施予定の第7回全国幹
線旅客純流動調査について、ｌ全体実施
計画の検討等を実施する。また、平成30
年の訪日外国人の国内流動把握のため
のデータ（FF-Data）の作成を行う。

総合政策局総務課政策
企画官（総合交通体系担
当）
03-5253-8111
（53114）

345
高速道路料金施策の効
果・影響関連データの
整理・検討業務

高速道路料金施策の効果・
影響関連データの整理・検
討業務　日本能率協会総合
研究所・三菱総合研究所・
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング共同提案体

- 随意契約（企画競争） 29,964,000 6月6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・検討する。

道路局高速道路課事業
企画係
tel：03-5253-8490
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346
平成31年度　道路協力
団体等との連携の推進
に係る調査検討業務

平成31年度　道路協力団
体等との連携の推進に係る
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） 22,660,000 6月6日

道路協力団体等、道路管理者と連携し
た民間団体の活動状況を調査するととも
に、各活動における役割分担のあり方や
連携の推進について検討する。また、人
中心の道路空間の形成に向けた調査・
検討を行う。

道路局環境安全・防災課
計画係
tel：03-5253-8495

347
センシングデータの道路
施策への活用方法等検
討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 19,910,000 6月6日

センシングデータの道路管理業務等での
活用状況の整理や歩道部のセンシング
データの効率的な取得方法等の検討、セ
ンシングデータの道路管理業務等での活
用方策について検討を行う。

道路局道路交通管理課
高度道路交通システム推
進室道路交通情報係
tel：03-5253-8484

348

平成３１年度　道路にお
ける多様な主体との連
携による地域活性化に
関する調査検討業務

平成３１年度道路における多
様な主体との連携による地
域活性化に関する調査検討
業務日本みち研究所・建設
環境研究所共同提案体

- 随意契約（企画競争） 14,740,000 6月6日

日本風景街道における沿道の地域住民
等の多様な主体による活動の活性化を
図り、美しい国土景観の形成、地域活性
化、観光振興に寄与することを目的とす
る。

道路局環境安全・防災課
環境調査係
tel：03-5253-8495

349

平成３１年度　道路空
間を有効活用した官民
連携による取組に関す
る調査検討業務

平成３１年度　道路空間を有
効活用した官民連携による
取組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） 14,630,000 6月6日

道路空間のオープン化の推進に向けて、
道路と民間所有地との一体的利用等に
よる地域の活性化や賑わいの創出等に
関する調査・検討を行う。

道路局環境安全・防災課
計画係
tel：03-5253-8495

350
平成31年度　立体道路
制度を推進するための
調査検討業務

平成31年度　立体道路制
度を推進するための調査検
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） 12,870,000 6月6日

都市部の再開発等における立体道路制
度の利用へのニーズの高まりを受け、同
制度を推進するための調査・検討を行
う。

道路局環境安全・防災課
計画係
tel：03-5253-8495

351

２０１９年度新たなモビリ
ティサービスに係るデー
タ連係のあり方検討業
務

みずほ情報総研（株） 9010001027685 随意契約（企画競争） 27,999,655 6月6日

日本版MaaSの推進に向けて特に重要と
なる事業者間のデータ連携のあり方や方
向性について検討し、ガイドラインを策定
した。

総合政策局ﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
推進課
tel:03-5253-8980
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352

ASEANスマートコールド
チェーン構想における国
内検討委員会運営に関
する支援事業

（株）富士通総研 8010401050783 随意契約（少額随契） 793,155 6月6日
ASEANｽﾏｰﾄｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ構想におけるﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ及び戦略の実施に向けた国内検討
委員会を開催支援した｡

総合政策局参事官(国際
物流)室
tel:03-5253-8800

353

新たな住宅セーフティ
ネット制度の効果的な
活用方策に係る検討調
査

（株）市浦ハウジング＆プラン
ニング東京支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 29,986,000 6月7日

今後セーフティネット住宅の効果的な供
給を促進するため、各種支援制度の活
用等に係る実態・効果等について調査・
検証を行うとともに、公的賃貸住宅等の
供給方針や住宅確保要配慮者の実態等
の地域の実情・課題を踏まえた活用方策
の検討を行い、地方公共団体へ周知す
ることを目的とする。

住宅局
住宅総合整備課
内線：３９－８４５

354

民間賃貸住宅における
計画修繕等の投資判断
を支援するための調査
検討業務

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 20,400,000 6月7日

民間賃貸住宅における中長期の建物・設
備の修繕の実態を調査・分析するととも
に、計画修繕の適切なあり方を検討し、
賃貸住宅オーナーが管理会社等の専門
家から維持管理及び経営環境を踏まえ
た投資判断の助言が得られるよう、必要
な支援策等の検討を行う。

住宅局
住宅総合整備課
内線：３９－３３５

355
ペルー　リマメトロにおけ
る地下鉄構造物の耐震
基準の策定に係る調査

日本工営(株) 2010001016851 一般競争入札 23,507,000 6月7日

ペルー側が実施する地下鉄構造物に係
る耐震基準の策定に際し、ペルー側への
レビューと日本国内の耐震基準の考え方
の提供による支援を実施。

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527

356

シベリア鉄道の貨物輸
送の利用促進に向けた
実証事業等による調査
委託業務

（株）日通総合研究所 3010401051209 一般競争入札 15,405,500 6月7日
ｼﾍﾞﾘｱ鉄道の利用促進を目的とした課題
等調査及びｼﾍﾞﾘｱ鉄道を利用した日本-
ﾓｽｸﾜ間の貨物輸送を実施した｡

総合政策局参事官(国際
物流)室
tel:03-5253-8800
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357

２０１９年度　将来の産
業構造を見据えた持続
可能な国土のあり方に
関する検討調査

（公財）未来工学研究所 4010605000134 随意契約（企画競争） 8,499,700 6月10日

人口減少等に伴う社会構造の変化や技
術革新等に伴う産業構造の変化等を踏
まえつつ、生活関連・インフラサービス業
や各地域における主要産業等について、
次の２点について調査・検討することを目
的に行うものである。２０５０年に生活関
連・インフラサービス業について、どのよう
な地域で人手が不足し、技術革新、働き
方改革の進展などに伴い、どの程度不足
を補うことが出来るか。技術革新、働き方
改革の進展は、地域の主要産業にどのよ
うな影響を及ぼすことが予測出来るの
か。

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

358
平成31年度　奄美群島
における成長戦略の推
進に向けた検討業務

一般財団法人日本地域開
発センター

6010405010133 随意契約（企画競争） 5,742,360 6月10日

世界自然遺産登録に向けて内外からの
注目を集める中、①受入れ体制の整備、
②自然保護と観光の両立、③戦略的情
報発信の取組について、学識経験者等
による会議を開催した上で、ロードマップ
を策定し、民間と連携した新しい取組につ
いて検討。

国土政策局　特別地域振
興官付　奄美振興係
tel：03-5253-8423
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359

中国、四国、九州・沖縄
エリアにおける官民連携
事業の推進のための地
域プラットフォーム形成
支援等業務

中国、四国、九州・沖縄エリ
アにおける官民連携事業の
推進のための地域プラット
フォーム形成支援等業務共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 27,390,000 6月10日

中国、四国、九州・沖縄エリアのブロック
プラットフォームの事業計画の企画立案と
その開催・運営の支援を行うとともに、地
方ブロックプラットフォームに係る課題や
官民連携事業の導入促進に係る課題等
を整理し、対応方策案の検討を行った。
また、平成29年度以降支援を継続してい
る中国、四国、九州・沖縄エリアの自治体
プラットフォームの活動支援を行った。
（注）中国、四国、九州・沖縄エリアとは鳥
取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県を対象と
する。
具体的には、ブロックプラットフォームの取
組計画の検討、取組支援と自治体プラッ
トフォームの運営、開催・運営等に係る支
援を実施した。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携事業係
03-5253-8981

360
点検支援技術の活用効
果・現場検証業務

点検支援技術の活用効果・
現場検証業務　日本建設機
械施工協会・橋梁調査会共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 20,405,000 6月10日

本業務は、道路構造物等の定期点検に
おいて活用が見込まれるインフラ点検ロ
ボット等の点検支援技術について、定期
点検の効率化につながる活用効果の検
討及び現場実装に向けた点検支援技術
の現場検証を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
技術企画係
03-5253-8111
(24947)

361

平成３１年度　自転車
活用の総合的かつ計画
的な推進に関する検討
業務

ドーコン・計量計画研究所共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 27,500,000 6月10日

地方公共団体による自転車活用推進計
画の策定支援に関する調査・検討やシェ
アサイクルの普及促進に関する調査・検
討、サイクルツーリズムの推進に関する調
査・検討を行う。

道路局参事官付技術係
tel：03-5253-8495
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362
平成３１年度　無電柱
化の多様な推進方策に
関する検討業務

平成３１年度　無電柱化の
多様な推進方策に関する検
討業務パシフィックコンサル
タンツ・日本総合研究所共
同提案体

- 随意契約（企画競争） 20,240,000 6月10日

国内外の無電柱化に関する施策等の収
集・整理するとともに現状と課題の整理・
分析、無電柱化推進計画の進捗状況の
把握を行い、無電柱化推進計画の円滑
かつ効率的な推進に向けた検討を行う。

道路局環境安全・防災課
生活空間係
tel：03-5253-8495

363
マンションの適正管理に
係る調査検討業務

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 19,949,999 6月10日
マンションの適正管理の促進に資する事
例や、維持・管理の計画・実施状況等に
係る実態調査・分析等を行う。

住宅局
市街地建築課
内線：３９－６８７

364
地方公共団体等が実施
する空き家対策及びそ
の手続き等の検討調査

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 15,300,000 6月10日

地方公共団体等が取組む目的に応じた
空き家対策やその事務手続き等に関す
る事例調査及びその効果、課題について
の分析等を行うことにより、空き家対策の
推進方策を検討する

住宅局
住宅総合整備課
内線：３９－３９５

365

平成３１年度道路政策
の質の向上に資する技
術研究開発制度に関す
る資料作成等業務

一般財団法人　日本総合研
究所

2010405010335
一般競争入札（総合評価方
式） 11,990,000 6月10日

国土交通省道路局の技術研究開発制
度の1つである「道路政策の質の向上に
資する技術研究開発」の改善を図るた
め、既終了課題に対するフォローアップ調
査を行い、終了後の研究の状況、成果の
現場への活用状況、今後期待する支援
策等を把握するとと
もに、類似制度（５制度）の事例調査及び
本制度との比較を行い、研究不正への対
応や研究体制の変更等の参考となる取
組について整理を行った。また、技術研
究開発制度の運用に際して必要な各種
要領案の作成、会議等資料の作成を
行った。

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部橋
梁研究室
tel：029-864-4919
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366
官民連携による事業実
施体制に関する調査業
務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 9,152,000 6月10日

本業務は、大規模災害復旧・復興事業、
大規模事業に導入する事業促進ＰＰＰの
改善、災害復旧、維持工事等の実施手
法の改善に関する研究に資するため、事
業促進PPPの実施状況の整理、災害協
定及び維持工事に関する資料整理を行
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マネ
ジメント研究室
tel：029-864-4239

367
平成31年度「宿泊施設
の地域連携推進事業」

（株）タナベ経営 3120001133750 随意契約（企画競争） 19,884,000 6月10日

複数の宿泊施設（旅館・ホテル）での滞
在型体験プログラムの共同開発等の連
携により、地域の宿泊施設全体の活性化
を図った。

観光庁参事官(観光人材
政策担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-347)

368

平成31年度 フィリピン
国交通分野における優
先プロジェクト候補検討
業務

ＰwＣアドバイザリー合同会社 7010001067262 随意契約（企画競争） 16,005,000 6月11日

フィリピン国における交通分野のマスター
プランのレビューを行い、今後、優先的に
実施すべきプロジェクトの候補案の抽出を
行うもの。

総合政策局海外プロジェ
クト推進課国際協力第1
係
tel:03-5253-8111

369
浸水予測システム統合
調査業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（公募） 30,536,000 6月11日

本業務は、過年度に構築した浸水予測シ
ステムの機能追加を行うとともに、稼働環
境の整備及び運用並びに浸水予測結果
の解説資料の作成、神田川流域及び石
神井川流域における社会実験運営補助
を行うものである。

国土技術政策総合研究
所河川研究部水害研究
室
tel：029-864-4966

370
波浪うちあげ高計算プロ
グラム修正業務

一般財団法人　日本気象協
会

4013305001526 随意契約（公募） 8,910,000 6月11日

本業務は、発注者が貸与する波浪うちあ
げ高計算プログラムについて、消波施設
の効果の考慮や表示画面の改良を行う
ための修正を行うものである。

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
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371
令和元年度下水処理
場における一酸化二窒
素発生量調査業務

新日本環境調査（株） 3010901005481 一般競争入札 4,917,000 6月11日

標準活性汚泥法および標準活性汚泥法
を対象とした運転工夫（段階的高度処
理）による一酸化二窒素排出量の実態を
把握することを目的とし、対象とする下水
処理場において現地調査及び試料採取
を実施し、水質分析を行った。

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

372

２０１９年度　人口規模
別の産業立地確率を踏
まえた地域における必
要な対策に関する検討
調査

計量計画研究所・福山コン
サルタント共同提案体（代表
者）（一財）計量計画研究所

- 随意契約（企画競争） 8,492,000 6月12日

人口減少等に伴う社会構造の変化や技
術革新等に伴う産業構造の変化等を踏
まえつつ、今後、地域を持続するために
必要な業種について、次の２点について
調査・検討することを目的に行うものであ
る。地域を持続するために必要な業種に
ついて、当該業種が各地域の人口減少
の状況に対応しつつ、いかに維持していく
ことが出来るのか。地域を持続するために
必要な業種のうち、広域的な観点から維
持していくことが必要な業種について、２０
５０年までの人口減少を踏まえつつ、市
区町村の枠を超えた立地可能性につい
て検証。

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

373
全国都市交通特性調
査に関する検討調査業
務

共同提案体(代） （一財）計
量計画研究所　他１社

5011105004806 随意契約（企画競争） 28,996,000 6月12日
第7回全国都市交通特性調査に向けて、
調査内容及び調査実施方法について検
討を行うとともに、事前調査を実施。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

374
平成３１年度テレワーク
人口実態調査等業務

共同提案体(代） （一財）計
量計画研究所　他１社

5011105004806 随意契約（企画競争） 19,998,000 6月12日

本業務は、テレワークの普及状況や普及
拡大にあたっての課題等を把握するた
め、就労者におけるテレワークの実施実
態等のテレワークを取りまく環境をアン
ケート等により調査した。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

375

多様な主体の連携によ
る沿線の魅力向上に向
けた鉄道沿線まちづくり
の推進方策に関する調
査検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 19,976,000 6月12日

沿線全体の将来ビジョンをつくりあげる方
策や、将来ビジョンを具体化するための方
策、鉄道事業者・地方公共団体・民間企
業・地元住民等の多様な主体の参画・連
携を促進する方策等を検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

376

官民連携による新たな
都市空間想像に向けた
人材育成に係る調査・
検討業務

デロイトトーマツファイナンシャ
ルアドバイザリー合同会社

3010001076738 随意契約（企画競争） 17,167,000 6月12日

人口減少社会における都市のスポンジ化
や逼迫する地方行財政等の状況下のお
いては、官民が連携してまちづくりを進め
ていくことが重要であり、「民」の活動を下
支えする「官」側の意識醸成が不可欠で
ある。
　本業務では、官民連携によるまちづくり
の考え方や、それに基づく公共空間の利
活用の手法等について、全国の地方公
共団体の職員に幅広く啓発を行うため、
インターネット配信等を活用した人材育成
モデル事業を通じて官の人材を発掘・育
成していくことにより、官民連携による新た
な都市空間創造の推進に資する取組の
調査・検討を行うことを目的とする。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

377

都市と緑・農が共生する
まちづくりの実現に向け
た施策に関する効果分
析及び展開方策の検討
調査

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 随意契約（企画競争） 16,295,886 6月12日

特定生産緑地の円滑な指定の促進及び
モデル地域を対象とし、緑・農あるまちづ
くりの実現にむけた官民連携による事業
検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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378
コンパクトシティ形成に
向けたナッジ型アプロー
チに関する検討業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390 随意契約（企画競争） 14,927,000 6月12日

コンパクトシティ施策を推進していく上で
は、「都市のスポンジ化」や都市郊外での
住宅の新規供給継続など、社会的利益
という観点からは望ましくない事象も発生
している。その対応の具体的方向性の一
つとして、社会資本整備審議会都市計画
基本問題小委員会においてナッジ型の
政策手法の導入が提言されている。そこ
で本業務では、過年度までの業務を踏ま
え、実効性のあるナッジ型のアプローチ手
法を検討し、その効果について具体の都
市における社会実験等を通じて検証を
行った。また、全国の都市においてコンパ
クトシティの取組みが推進されるために効
果的な立地適正化計画のパンフレット等
の作成を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

379

地域の特性に応じた官
民ボーダレスな都市経
営の推進に向けた都市
再生推進法人等の民間
まちづくり活動の推進に
関する調査・検討業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490 随意契約（企画競争） 12,980,000 6月12日

増加している都市再生推進法人等の民
間まちづくり活動の一層の推進を図るた
め、類型に応じた取組の特徴や課題等に
ついてとりまとめるとともに、全国規模での
効果的な普及啓発方策を検討した。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

380
エネルギー施策と連携
した持続可能なまちづく
り推進方策検討業務

共同提案体（一社）都市環
境エネルギー協会　他２社

8010005018715 随意契約（企画競争） 12,870,000 6月12日

エネルギーの面的利用のさらなる普及促
進や持続可能なまちづくりの担い手として
期待されるエネルギー事業者の参画促
進の方策等を検討。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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381

今後の大規模災害発生
時における市街地復興
事業の組立て方・進め
方検討業務

共同提案体（代）街づくり区
画整理協会　他１社

4010005018652 随意契約（企画競争） 11,968,000 6月12日

東日本大震災被災地における市街地復
興パターンから市街地復興事業の選択・
実施までのフローを整理し、今後の大規
模災害発生時における市街地復興事業
の組立て方・進め方について検討

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

382
都市開発と連携した地
下空間等の再構築手法
検討業務

（株）日建設計シビル 7120001098346 随意契約（企画競争） 9,999,000 6月12日

都市拠点のなかで重要なインフラのひと
つである主要な鉄道ターミナル駅周辺に
直結している地下街に焦点をあて、今ま
で実施されてきた地下街防災推進事業
の実態を把握するとともに、残された課題
等の分析を踏まえた上で、今後のあり方
を検討し、地下街の活性化を実現してい
くための検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

383

連続立体交差事業の効
率的かつ効果的な促進
方策と事業効果に関す
る調査検討業務

共同提案体（代）（公社）日
本交通計画協会他２社案体

8010005003758 随意契約（企画競争） 9,988,000 6月12日

連続立体交差事業における地域特性等
を考慮した事業手順、周辺のまちづくりと
の連携、高架下の有効活用等について
整理・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

384
都市におけるオープンス
ペースの保全・活用に
向けた検討調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 9,988,000 6月12日

市民緑地認定制度等を活用した緑地創
出、緑の多面的機能を活用したオープン
スペースの保全・活用及び管理マネジメ
ント手法等について検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394
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385
都市緑化の推進・緑地
保全施策の実績に関す
る分析・検討調査

（一社）日本緑化センター 1010405001186 随意契約（企画競争） 8,998,000 6月12日

地方公共団体における都市緑地法等に
基づく制度の運用状況を収集・整理する
とともに、緑の基本計画の現況把握およ
び今後の方向性検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

386
古都保存及び景観・歴
史まちづくり等の実態及
び推進方策検討調査

（株）アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 6,930,000 6月12日
景観・歴史まちづくり施策の普及啓発に
向けた検討等を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

387
平成３１年度公園緑地
工事積算体系の更新等
調査検討業務

（一社）日本公園緑地協会 8010005018756 随意契約（企画競争） 4,994,000 6月12日

公園緑地工事の円滑な施行等に資する
ことを目的に、公園緑地工事積算体系に
ついて、事業区分「公園緑地整備・改修」
の工事区分に「緑地育成」を追加するた
めに必要な調査検討を行うとともに、土木
工事分野における積算体系の改定等を
踏まえた更新に必要な作業等を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

388

２０２０年度道路交通セ
ンサス（ＯＤ調査）に向け
たプレ調査実施に関す
る検討業務

２０２０年度道路交通センサ
ス（ＯＤ調査）に向けたプレ調
査実施に関する検討業務計
量計画研究所・サーベイリ
サーチセンター共同提案体

- 随意契約（企画競争） 68,970,000 6月12日

2020年度に実施予定のＯＤ調査（自動
車起終点調査）を効率的に行うため、調
査票のレイアウトやその配布、調査の実施
方法等について改善方策を検討するとと
もに、その効果を検証するためのプレ調
査を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

389
新たな道路交通調査体
系の構築に関する検討
業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 52,910,000 6月12日

常時観測体制に向けた新たな道路交通
調査の体系・手法等の検討を行うととも
に、新たな道路交通調査の実施方針
（案）の策定を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487
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390
道路交通アセスメントの
効果的な運用に関する
検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 19,910,000 6月12日

大規模施設等の立地など道路周辺の土
地利用等による渋滞に対し、道路交通ア
セスメント制度の円滑な運用のための検
討等を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

391

モビリティ環境の変化を
見据えた自動車の保
有・利用の動向調査業
務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 16,962,000 6月12日
モビリティ環境の変化を踏まえ、自動車の
保有と利用への影響把握・分析・検証を
アンケート等を実施する。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

392
道路交通における将来
需要予測に関する検討
業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 16,610,000 6月12日

道路の将来交通需要予測の精度向上に
向けて、全交通機関の交通需要推計（統
合モデル）の最新値に基づき、生成交通
量の推計手法の検討を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487

393

諸外国におけるエリアプ
ライシングを中心とした
道路課金施策及び貨物
車交通施策に関する調
査検討業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 11,957,000 6月12日

諸外国におけるエリアプライシングを中心
とした道路課金施策に関する法制度、そ
の導入の経緯や見直しの経過、関連技
術等の情報を収集し、我が国におけるエ
リアプライシング等の導入に向けた課題等
を整理するとともに、あわせて、諸外国に
おける貨物車交通施策の動向に関する
情報を収集し、貨物車交通の更なる円滑
化に向けた検討に資することを目的とす
るものである。

道路局企画課道路経済
調査室調査第一係
tel：03-5253-8487

394
建築基準・住宅制度に
関する国際分析調査

（一社）建築・住宅国際機構 6010405013689 随意契約（企画競争） 9,920,000 6月12日

欧米諸国、新興国等の建築基準・住宅
制度の情報収集・分析を行い、我が国企
業が海外展開する上で参考になる知見
を整理し、当該情報・知見の普及を行う。

住宅局
総務課国際室
内線：３９－１７７
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395
建築基準に関する国際
規格の整合調査

（一社）建築・住宅国際機構 6010405013689 随意契約（企画競争） 7,980,000 6月12日

建築・住宅分野において検討が進められ
ている国際規格（ISO規格）について、我
が国の対処方針決定及び規格案作成の
ための調査・検討を行うことにより、国際
規格と我が国の基準との整合を図る。

住宅局
総務課国際室
内線：３９－１７７

396

平成３１年度沖縄におけ
る観光交通の分散によ
る渋滞緩和方策検討業
務

(株)長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 9,988,000 6月12日
観光交通による渋滞に対して、渋滞緩和
方策を検討、および、外国人レンタカーに
よる事故防止の取り組みを実施した。

沖縄総合事務局開発建
設部道路建設課事業評
価係
tel:098-866-1914

397

特車通行許可に関する
新たな自動審査システ
ムの構築に向けた検討
業務

特車通行許可に関する新た
な自動審査システムの構築
に向けた検討業務　パシ
フィックコンサルタン

- 随意契約（企画競争） 219,890,000 6月12日

特車審査を迅速化させるため、簡単な操
作で申請が可能であり、審査および許可
発行にかかる作業を自動化し、迅速な許
可発行が可能となる特車通行許可に関
する新たな自動審査システムの検討を行
うもの。

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

398

地域公共交通の生産性
向上を図るための乗合
バス事業にかかるＯＤ調
査及びその活用方法等
に関する調査に係る請
負契約

(株)日本海コンサルタント 6220001005078 随意契約（企画競争） 6,488,900 6月12日

乗合バス事業の生産性向上が図られる
可能性や事例を把握するため、コミュニ
ティバスの運行を委託する自治体や乗合
バス事業者を対象に、OD調査等を行っ
た。

中部運輸局交通政策部
交通企画課
tel:052-952-8006

399
２０１９年度　地域活力
維持方策検討調査

（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 7,997,000 6月13日

社会の新たな動きを的確に捉えた国土の
長期的な検討を行う参考とするため、関
係人口を含めた地域の活動人口の実態
把握を通じて、個人のみならず地域の双
方に有効な地域の活力維持方策を検討
し、併せて、関係人口の類型化・定量化
に向けた調査・検討を行う。

国土政策局総合計画課
地域・移転班
tel:03-5253-8111
（内線29-318）
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400
屋内外シームレスな電
子地図の流通促進に関
する調査業務

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

9010601021385 随意契約（少額随契） 996,840 6月13日
屋内電子地図の信頼性を担保するため
の要件整理、運用プロセスの設計及び実
施機関に求められる要件整理を実施。

国土政策局国土情報課
高精度測位社会プロジェ
クト推進係
tel：03-5253-8353

401
治水経済調査デフレー
ター更新等業務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 一般競争入札 4,070,000 6月13日
治水経済調査デフレーター更新等業務
を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

402
平成31年度地域生活
拠点等の構築に関する
調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 10,197,000 6月13日
立地適正化計画に定められた「地域生活
拠点等」のあり方及び将来ビジョン等の策
定に向けた検討を行った。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

403
平成３１年度　街路樹の
適切な維持管理に関す
る調査検討業務

（一財）日本緑化センター 1010405001186 随意契約（企画競争） 9,977,000 6月13日

老朽化した街路樹の植え替えや撤去を
行う際に必要となる地域住民と適切な合
意形成を進めるため、過去の事例を踏ま
え、最適な合意形成手法手法等を調査・
検討する。

道路局環境安全・防災課
環境対策係
tel：03-5253-8495

404
広域道路ネットワークの
構築に向けた検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 29,260,000 6月13日

平常時・災害時を問わない安全かつ円
滑な物流等を確保するため、新たな国土
構造の形成となる規格の高い広域道路
ネットワークの構築に向けて検討する。

道路局企画課道路経済
調査室調査第三係
tel：03-5253-8487

405
常時観測データを活用
した道路交通の円滑化
検討業務

常時観測データを活用した
道路交通の円滑化検討業
務　国土技術研究センター・
社会システム共同提案体

- 随意契約（企画競争） 29,095,000 6月13日

全国の交通量や旅行速度等の各種道路
交通データのとりまとめ・整理等を行うとと
もに、主要渋滞箇所における短期対策に
よる効果把握の検討等を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487
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406

平成３１年度　駅周辺
等における歩行空間の
ユニバーサルデザイン
化の推進に関する検討
業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185 随意契約（企画競争） 15,345,000 6月13日

全国の主要な鉄道駅や観光地周辺等の
ユニバーサルデザイン化の現状整理、新
たな整備箇所及び地方公共団体への支
援方策等について検討を行い、歩行空
間のユニバーサルデザイン化の推進に向
けた総合的な検討を行う

道路局環境安全・防災課
環境分析係
tel：03-5253-8495

407

新たな住宅政策の展開
に向けた既存住宅ストッ
ク市場および今後の住
宅市場の展望に関する
調査業務

（一社）日本総合研究所 2010405010335 随意契約（企画競争） 18,469,000 6月13日

今後10年間の住宅政策の方向性を示す
ものとして2016年3月に閣議決定された
「住生活基本計画（全国計画）」について
は、社会経済情勢の変化等を踏まえて、
決定から概ね5年後に見直しを行うことと
されており、2021年3月に同計画の見直
しを行うことが想定されている。新たな住
生活基本計画の策定にあたっては、現行
の計画でも位置づけられている既存住宅
流通の活性化や空き家利活用の促進等
を通じて、いかに「既存住宅ストック活用
型市場」への転換を加速していくか、次期
計画の対象期間となる2020年頃から
2030年頃にかけて訪れる国民の住生活
の変化や住宅市場の展望を整理する必
要がある。
このため、本業務では、住生活基本計画
（全国計画）の見直しに向けて、以下の通
り、既存住宅ストックの利活用（既存住宅
流通市場の活性化・空き家の利活用等）
及び2030年における国民の住生活・住
宅市場の展望に関する調査・分析を行
い、今後の住宅政策および住宅税制のあ
り方や目指すべき方向性について検討す
ることを目的とする

住宅局
住宅政策課
内線：３９－２２０
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408
維持管理分野における
データの利活用に関す
る検討業務

日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（企画競争） 68,970,000 6月13日

国土交通省や地方公共団体が保有する
維持管理分野に関するデータベースを整
備・連携させ、大学等の研究機関等と共
有・活用しオープンイノベーションを実現
する等により、維持管理の効率化に向け
て必要な検討を実施する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111

409
平成３１年度入札契約
適正化法等に基づく実
施状況調査支援業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 12,958,000 6月13日

「公共工事の入札及び契約の適正化の
推進に関する法律に基づく入札・契約手
続に関する実態調査等」及び「発注関係
事務の運用に関する指針に基づく調査等
の業務に関する調査」の実施の効率化及
び調査結果公表の迅速化等を図り、ま
た、その調査結果から速やかに実態を把
握し、各発注者に対して発注事務の改善
に向けた早期の働きかけを行った。

不動産・建設経済局建設
業課
入札制度企画指導室企
画係
０３－５２５３－８２７８

410
平成３１年度入札契約
改善推進事業選定・推
進委員会等運営業務

明豊ファシリティワークス
（株）

7010001072436 随意契約（企画競争） 11,880,000 6月13日

地方公共団体における入札契約制度の
改善の促進を図るため、平成３１年度に
実施する入札契約改善推進事業に係る
選定・推進委員会の運営、CM方式（ピュ
ア型）に関する検討会の運営、入札契約
方式の活用による効果や課題の情報共
有等を行った。

不動産・建設経済局建設
業課
入札制度企画指導室企
画係
０３－５２５３－８２７８

411
北海道管内における
ETC2.0道路情報提供
検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（公募） 49,940,000 6月13日
国道に設置しているＥＴＣ２．０路側機に
よる道路情報提供の検討を行う。

北海道開発局道路維持
課防災第１係
tel：011-709-2311(内
線5965)

412
道路維持管理における
ETC2.0プローブデータ
の利活用検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（公募） 11,990,000 6月13日

各種急挙動情報から車両挙動を推定す
る手法の検討を行い、検討した手法を道
路維持管理において活用する方策を考
案する。

北海道開発局道路維持
課防災第１係
tel：011-709-2311(内
線5965)
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413
平成31年度諸外国にお
ける効率的な下水道事
業に係る調査検討業務

EY新日本有限責任監査法
人

1010005005059 随意契約（企画競争） 19,936,400 6月14日
平成31年度諸外国における効率的な下
水道事業に係る調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

414

基礎的なＡＩを活用した
塗装仕上げ外壁の画像
による劣化度判定のた
めのシステム開発

（株）想画 9030001016851 随意契約（少額随契） 595,100 6月14日

実用化の可能性を視野に入れて、スマー
トフォンによる撮影画像をネットワークサー
バに送信し、AIによる塗装仕上げ外壁の
劣化度判定のための診断システムを試
行的に開発する。

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：029-864-4469

415
動力車操縦者の身体検
査に関する調査検討

(一社)日本鉄道運転協会 1010505001953 一般競争入札 2,824,712 6月14日
動力車操縦者の身体要件のうち、「視機
能」「聴力」について、適正かつ標準的な
検査方法及び判定方法の検討を実施。

鉄道局安全監理官
tel:03-5253-8548

416

平成31年度下水道事
業における公共施設等
運営事業等の案件形成
に関する方策検討業務

日水コン・ＮＪＳ共同提案体 - 随意契約（企画競争） 40,964,000 6月17日
平成31年度下水道事業における公共施
設等運営事業等の案件形成に関する方
策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

417
建設施工における環境
対策に関する検討業務

（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463 随意契約（企画競争） 5,940,000 6月17日

本業務は、建設施工分野における地球
温暖化対策を推進するため、ホイールク
レーン及び可搬型発動発電機の燃費性
能向上に向けた検討を行うことを目的と
する。

総合政策局
公共事業企画調整課
インフラ情報･環境企画室
環境技術係
03-5253-8111
(24554)

418

まちづくり分野における
ソーシャル・インパクト・ボ
ンドの活用調査検討業
務

（株）日本総合研究所 4010701026082 随意契約（企画競争） 12,999,800 6月17日

まちづくり分野へのSIB導入に関する地方
公共団体における意識・動向等の調査結
果に加え、研修会資料、導入手引き等の
公表を行う。

都市局総務課調査係
tel：03-5253-8394

419
道路ネットワークにおけ
る交通量配分手法に関
する検討業務

社会システム（株） 1013201015327 随意契約（企画競争） 16,940,000 6月17日
道路の将来需要予測を実施するための
分布交通量推計手法の検討や路線別交
通量推計手法の精度向上検討を行う。

道路局企画課道路経済
調査室調査第二係
tel：03-5253-8487
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420
近畿圏広域地方計画の
推進に向けた調査検討
業務

(株)地域未来研究所 7120001145148 随意契約（企画競争） 4,445,000 6月17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
料の作成及び広域連携プロジェクトの具
体化に向けた調査・検討を行った。

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

421
我が国におけるクルーズ
船寄港に伴う経済効果
分析調査業務

みなと総研・セントラルコンサ
ルタント設計共同体

- 随意契約（公募） 22,990,000 6月17日

本業務は、クルーズ船寄港時に旅客を対
象としたアンケート調査を実施し、旅客の
消費特性を把握する等により、寄港時の
直接効果及び波及効果算出手法を検討
するとともに、入力に応じて経済効果が算
出される経済効果算出ツールの作成を
行うものである。

国土技術政策総合研究
所港湾研究部港湾ｼｽﾃﾑ
研究室
tel:046-844-5019

422
港湾の事業継続計画
（港湾ＢＣＰ）のあり方に
関する検討業務

（公社）日本港湾協会 7010405000967 随意契約（公募） 9,790,000 6月17日

本業務は、港湾BCP（各港で策定する
「港湾の事業継続計画」をいう。以下同
じ。）の充実化に向け、有識者からなる委
員会を開催し、有識者の意見を踏まえ、
港湾の事業継続計画策定ガイドラインの
改訂を検討するものである

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
tel:046-844-5019

423
地域鉄道の維持活性化
の方策に関する調査

国立大学法人大分大学 3320005001974 随意契約（少額随契） 498,472 6月17日
鉄道沿線自治体等の鉄道の維持活性化
の方策について事例を収集する。

九州運輸局交通政策部
交通企画課
tel:092-472-2315

424

経営課題への取組状況
等を踏まえた下水道経
営の団体間比較・要因
分析に関する調査検討
業務

(株)浜銀総合研究所 1020001015795 随意契約（企画競争） 20,680,000 6月18日
経営課題への取組状況等を踏まえた下
水道経営の団体間比較・要因分析に関
する調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

425
ＡＷａＰ参加国等を対象
とした下水道普及方策
検討業務

日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（公募） 20,349,000 6月18日
ＡＷａＰ参加国等を対象とした下水道普
及方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111
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426
インフラを観光資源とし
て活用する地域活性化
検討業務

（株）JTB 8010701012863 随意契約（企画競争） 4,972,000 6月18日

本業務は、インフラ施設の公開・開放が
進む中、インフラ施設を見学の対象として
だけでなく、観光資源として捉え、地域と
連携しながら、インフラ施設を地域の魅力
ある観光資源として育てるとともに、来訪
者を周辺の観光資源など地域全体に誘
うことを目的に、今後インフラツーリズムを
拡大するモデル箇所を選定し、インフラ施
設の観光資源としての魅力、周辺観光地
等との連携、ガイドの育成など、新たなイ
ンフラツーリズムの推進方策を検討するも
のである。

総合政策局
公共事業企画調整課
観光事業調整係
03-5253-8111
(24524)

427

ＰＥ被覆に補修部を有
する橋梁ケーブルの耐
久性能検証に関する試
験業務

大日本コンサルタント（株） 8013301006938 随意契約（企画競争） 7,007,000 6月18日

本業務は、ＰＥ（ポリエチレン）被覆を有す
るケーブル部材を対象とし、模擬損傷を
補修した補修試験体の製作および耐水
試験を行い、ＰＥ被覆の補修部の耐久性
能について検討するものである。

国土技術政策総合研究
所社会資本マネジメント研
究センター熊本地震復旧
対策研究室
tel：0967-67-2039

428
2019年度　国土・地域
計画の策定及び推進支
援等業務

一般財団法人日本開発構
想研究所

2010405000906 随意契約（企画競争） 14,943,500 6月19日

我が国が国土・地域計画の策定・推進を
重点的に支援する対象国について、国
土・地域計画に関する組織や制度、計画
の策定及び運用状況、主要な課題等に
ついて調査・分析するとともに、我が国の
有する国土・地域計画に関する知見等を
活用した支援方策を検討。

国土政策局総務課
企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-124）

429

国際動向を踏まえた自
動運転を含む次世代路
車協調システム等のあり
方に関する調査検討業
務

国際動向を踏まえた自動運
転を含む次世代路車協調シ
ステム等のあり方に関する調
査検討業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 34,925,000 6月19日

国内外において開催されるＩＴＳ関連会議
における対応支援・情報収集や、ＩＴＳに
関する諸外国の最新動向調査、新しい
通信規格等のＩＴＳ関連技術の調査等を
行う。

道路局道路交通管理課
高度道路交通システム推
進室自動走行システム係
tel：03-5253-8484



令和元年度（平成31年度）　委託調査費に関する契約状況（4月～6月） 様式５

【会計名：一般会計】

（単位：円）

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
法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日 概要 部局等名 備考

430
海外道路ＰＰＰへの参入
に係る調査検討業務

日本高速道路インターナショ
ナル（株）

1010001142104 随意契約（企画競争） 24,902,900 6月19日

高速道路会社等がこれまで参入あるいは
参入を目指した海外道路PPP事業につい
て整理を行うとともに、今後のグリーン案
件受注に向けた方策について検討を行
う。

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

431
市民参加型生物調査の
効果的な実施・活用手
法に関する調査業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 5,940,000 6月19日

都市の生物多様性の確保に結び付く市
民参加型生物調査の実践・活用手法に
ついて検討し、地方自治体向けの手引き
となる技術資料の原案を作成した。

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

432

令和元年度　土地分類
基本調査（土地履歴調
査）に関する調査及び
検討業務

（株）パスコ 5013201004656 一般競争入札 30,250,000 6月20日

国土調査法に基づく「土地分類基本調査
（土地履歴調査）」の調査を実施するとと
もに、第７次国土調査事業十箇年計画に
向け、調査手法等の検討及び利活用促
進の検討を行う。また、調査及び検討等
の効率的かつ円滑な実施を図るため、有
識者等を構成員とした委員会等を設置
し、運営を行う。

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

433
中山間地域における自
動運転サービスの社会
実装に関する検討業務

中山間地域における自動運
転サービスの社会実装に関
する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） 29,920,000 6月20日

中山間地域への自動運転サービスの社
会実装に向け、関連技術、サービス及び
制度に関する最新動向調査や、自動運
転戦略本部をはじめとする国内の自動運
転関連会議等への対応支援等を通じ
て、自動運転に対応した道路空間の基準
や持続可能なビジネスモデル等について
検討する。

道路局道路交通管理課
高度道路交通システム推
進室自動走行システム係
tel：03-5253-8484

434

平成３１年度　今後の大
規模災害等に備えた道
路管理のあり方に関す
る検討業務

中央復建コンサルタンツ
（株）東京本社

3120001056860 随意契約（企画競争） 29,865,000 6月20日
地震時の道路啓開計画の整理・分析等
を行い、今後の大規模災害等に備えた道
路管理のあり方について検討する。

道路局環境安全・防災課
道路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489
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435
平成３１年度　冬期道
路交通確保に関する検
討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 27,720,000 6月20日
冬期の気象状況や立ち往生の状況把
握、道路除雪のデータ整理、立ち往生防
止対策を分析する。

道路局環境安全・防災課
道路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489

436
競合国の海外道路プロ
ジェクトに関する調査検
討業務

デロイト　トーマツ　ファイナン
シャルアドバイザリー合同会
社

3010001076738 随意契約（企画競争） 24,882,000 6月20日

中国、韓国、欧州等企業の海外進出状
況や企業の特徴、ビジネスモデル等につ
いて調査・分析を行うとともに、競合国に
おける官側の支援の取組や戦略について
調査を行う。

道路局企画課国際室国
際調査第一係
tel:03-5253-8906

437

平成３1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３1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） 9,735,000 6月20日

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収集・整理・分析し、
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。

道路局環境安全・防災課
道路防災対策室安全企
画係
tel：03-5253-8489

438
令和元年度住宅市場
動向調査業務

（株）サーベイリサーチセン
ター

6011501006529 一般競争入札 22,220,000 6月20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
内線：３９－２３４

439
平成３１年度国土交通
分野における技術研究
開発に関する業務

一般財団法人　国土技術研
究センター

4010405000185 随意契約（企画競争） 9,130,000 6月20日

第4期国土交通省技術基本計画並びに
国土交通技術行政の基本政策懇談会に
おいて定めた技術政策に加え、国土交通
省として取り組むべき課題・施策等を把
握・分析するための各種調査・整理を行
う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8111
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440

多様な計測情報をベイ
ズ推定で融合する広域
海底地形モニタリング技
術の開発

国立大学法人豊橋技術科
学大学

1180305003290 随意契約（公募） 14,992,769 6月20日

複数の地形計測・水深推定手法を用い
て取得した海底地形データをベイズ推定
によって融合し、広域沿岸の海底地形
データを生成した。

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

441
道産食品の輸出拡大に
向けた検討業務

（一社）寒地港湾技術研究
センター

3430005000825 随意契約（公募） 12,870,000 6月20日

道産食品輸出額の目標値を達成するた
め、海外輸出の実証実験及び結果の整
理・分析を行い、今後の輸出促進方策を
検討する。

北海道開発局港湾空港
部港湾計画課
tel：011-709-2311
（5617）

442
北海道－本州間におけ
る海上物流機能基礎検
討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（公募） 11,781,000 6月20日
北海道－本州間物流の大宗を担うフェ
リー、RORO船の更なる輸送機能向上を
目的に基礎データの収集検討をする。

北海道開発局港湾空港
部港湾計画課
tel：011-709-2311
（5617）

443
令和元年度土地問題に
関する国民の意識調査

（一社）中央調査社 9010005018193 一般競争入札 9,438,000 6月21日
平成５年度より毎年実施している土地問
題に関する国民の意識調査を行い、整
理・分析を実施した。

土地・建設産業局企画課
政策第一係
tel:03-5253-8290

444

高濃度硝化・省エネ型
バイオガス精製による効
率的エネルギー利活用
技術実証研究

神鋼環境ソリューション・日
本下水道事業団・富士市共
同研究体

- 随意契約（公募） 40,689,000 6月21日

高純度ガス精製・バイオガス利用等によ
る効率的エネルギー化技術（中規模処
理場向けエネルギーシステム）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
て実証した。

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

445
令和元年度下水道管
きょ布設状況に関する
実態調査業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 3,278,000 6月21日
平成30年度末時点の下水道管きょ布設
状況について整理した。

国土技術政策総合研究
所下水道研究部下水道
研究室
tel：029-864-3343
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446
宿泊施設の生産性向上
の推進に関する業務

（公財）日本生産性本部 4011005003009 随意契約（企画競争） 31,692,844 6月21日

宿泊施設における生産性向上の促進を
図るため、経営者のスキルアップや意識
改革のためのワークショップを実施すると
ともに、宿泊施設の生産性向上に関する
先進事例を収集し、業務効率化や付加
価値向上に繋がる生産性向上のモデル
事例集を作成した。

観光庁参事官(観光人材
政策担当)
tel:03-5253-8111
(内線27-347)

447

鉄道分野における諸外
国の入札、調達手続き
や国際ルール等を踏ま
えた入札、調達手続き
のあり方に関する調査

(株)三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 35,571,800 6月21日

我が国の鉄道業界を支える安定的な調
達制度を整備することを目的に、諸外国
における鉄道案件の入札・調達手続等に
ついて調査を実施し、我が国における望
ましい入札・調達手続のあり方に関する
検討を実施。

鉄道局国際課
tel:03-5253-8527

448

平成３１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

株式会社日本能率協会総
合研究所

5010401023057 随意契約（企画競争） 19,998,000 6月24日

高齢化や人口減少が急激に進む豪雪地
帯における雪処理の担い手の確保・育成
を通じて、共助等による安全な除排雪体
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共
助除雪体制の取組を調査するとともに、さ
らに体制整備を促進するため、アドバイ
ザー派遣制度を活用し、地域の課題と解
決策の調査を実施。

国土政策局
地方振興課 克雪体制推
進係
tel：03-5253-8404
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449
平成３１年度豪雪地帯
現況分析検討調査業
務

株式会社日本能率協会総
合研究所

5010401023057 随意契約（企画競争） 6,897,000 6月24日

豪雪地帯の現状や各施策の実施状況を
把握するため、豪雪地帯に係る基礎的
データの収集及び整理を行い、調査結果
を分析することにより、今後の豪雪地帯対
策の目指すべき施策の方向性及び具体
的な対策を検討するための基礎的資料
を作成。また、近年の雪の降り方や社会
経済状況等の変化に伴う雪害の態様や
課題を把握し、今後の豪雪地帯対策のあ
り方について検討を実施。

国土政策局
地方振興課 克雪体制推
進係
tel：03-5253-8404

450
平成３１年度　官民連
携等による無電柱化の
推進に関する検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 9,735,000 6月24日
官民連携等による無電柱化の取組状況・
進捗状況を把握し、無電柱化を推進する
ための具体的な方策を検討する。

道路局環境安全・防災課
特定更新等工事係
tel：03-5253-8495

451

小口径管路からの下水
熱を利用した融雪技術
の実用化に関する実証
研究

東亜グラウト工業・丸山工務
所・十日町市共同研究体

- 随意契約（公募） 39,732,000 6月24日
小口径管路からの下水熱を利用した融
雪技術の実用化に関する実証研究を実
施し、技術性能等を確認した。

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

452
ＡＩを活用した下水処理
運転管理支援技術に関
する研究

（株）安川電機・前澤工業
（株）・日本下水道事業団共
同研究体

- 随意契約（公募） 29,986,000 6月24日

AI による水処理の省力化または自動化
を行う下水処理運転管理支援技術につ
いて、その性能を確認し、事業採算性を
含む普及可能性等について検討した。

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

453
平成３０年７月豪雨によ
る直轄道路災害の整理
分析業務（第１回変更）

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 1,944,000 6月24日 当初契約（1月16日）へ記載

国土技術政策総合研究
所道路構造物研究部道
路基盤研究室
tel：029-864-8172
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454
外部事業者との連携に
よる観光列車運行に係
る実証調査

東急ファシリティサービス(株) 1013201004024 随意契約（企画競争） 39,875,000 6月24日

北海道外の鉄道事業者が道内で観光列
車を走行することに対する課題の整理・
検証を目的として、訪日外国人を含む北
海道への観光入込客の市場調査等を実
施。

鉄道局鉄道事業課
tel:03-5253-8538

455

令和元年度北極海航
路における運航支援シ
ステム実装に向けた調
査検討業務

国立研究開発法人　海上・
港湾・航空技術研究所

5012405001732 一般競争入札 4,929,945 6月24日

北極海航路の利活用に向けて、通常海
域に比べ安全性や経済性が不明瞭であ
る北極海航路（氷海域）における船舶の
安全性・経済性を考慮した運航支援シス
テムの実装に向けた調査を行う。

総合政策局海洋政策課
tel:03-5253-8267

456
危機管理型波浪うちあ
げ高観測技術調査業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 18,612,000 6月25日

危機管理型波浪うちあげ高観測の基準
及び仕様検討のため、台風期における波
浪うちあげ高の観測及び観測結果の解析
を行った。

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

457
水処理等に関する産官
学の連携促進方策検討
業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 11,946,000 6月26日
水処理等に関する産官学の連携促進方
策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

458
下水道システムを活用
した紙オムツ受入に係る
水質分析調査業務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（少額随契） 810,000 6月26日
下水道システムを活用した紙オムツ受入
に係る水質分析調査業務を行う。

水管理・国土保全局総務
課総務係
tel：03-5253-8111

459
ＭＩＣＥ総消費額等調査
事業

（株）プリプレス・センター 3430001015439
一般競争入札（総合評価方
式） 11,664,000 6月26日

2018年度にわが国で開催されたMICEに
ついて、実施件数と参加人数の調査によ
り、参加者、主催者、出展者別の消費額
について調査した。

観光庁MICE推進室
tel:03-5253-8111
(内線27-607)

460
鉄道技術の国際標準化
活動に関する調査検討

(株)三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 9,601,000 6月26日

日本の鉄道システムのインフラ輸出力の
さらなる強化を目的に、標準化活動に関
する課題を明らかにした上で、対応策を
検討し、鉄道技術の国際標準化の推進
に資する基礎資料を作成。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8547
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461
鉄道車両用材料におけ
る燃料性規格に関する
調査検討

(一社)日本鉄道車両機械技
術協会

1010405010609 一般競争入札 5,446,640 6月26日

「鉄道に関する技術上の基準を定める省
令等の解釈基準について」に定める燃焼
性規格に定量化等を導入する場合の改
定案を策定すること等の調査検討を実
施。

鉄道局技術企画課
tel:03-5253-8547

462
広域対流促進企画支
援業務

（株）仙台紙工印刷 3370001006634 随意契約（企画競争） 1,826,000 6月27日

東北圏を中心とした広域的な人の対流
促進を図ことを目的としたスマートフォンア
プリ「ガイド東北」の電子スタンプラリーモ
デルコースにおいて、震災伝承施設・ジオ
パークを周遊するモデルコースを検討し、
広域的な人の対流促進を一層図ることを
支援するものである。

東北地方整備局企画
部企画課地方計画係
tel：022-225-2171

463
ミャンマー連邦共和国・
ハンタワディ新国際空港
需要調査

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツグローバル

2011001100372 一般競争入札 6,352,500 6月27日

ミャンマー共和国において本邦協力のも
と進められているハンタワディ新国際空港
の整備計画に関して、ヤンゴン都市圏に
おける将来の航空需要を予測し、ハンタ
ワディ新国際空港の需要確保を前提とし
た両空港（現ヤンゴン国際空港及びハン
タワディ新国際空港）間の適切なデマ
ケーションを検討する

航空局 空港技術課
tel:03-5253-8111
内線(49255)

464
官民連携モデル形成支
援等業務（その２）

（株）ＵＲリンケージ 3010001088790 随意契約（企画競争） 18,480,000 6月28日

「官民連携モデル形成支援」として、広域
連携・分野連携による官民連携事業や
官民が連携して実施する公共施設等の
集約・再編事業等を調査・検討する人口
20万人未満の地方公共団体を支援し、
民間事業者等との連携に係るプロセス・
課題等を抽出し、モデルとして横展開し
た。

総合政策局社会資本整
備政策課
官民連携政策係
03-5253-8981
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465

リモートセンシング技術
を活用した道路土構造
物の維持管理の効率化
に関する研究開発

国立大学法人東京大学 5010005007398 随意契約（公募） 20,680,000 6月28日

一路線の道路土構造物へのSAR 差分
干渉解析による、変状範囲や地形解析
の実証、地質リスクの検討を行うとともに、
衛星SAR導入課題を整理した

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

466
バリアフリーマップ作成
マニュアルに関する調
査検討業務

社会システム（株） 1013201015327 一般競争入札 5,379,000 6月28日

平成30年のバリアフリー法改正におい
て、マスタープラン等にバリアフリーマップ
の作成を定めることができ、市町村の求
めに応じて、公共交通事業者等による情
報提供の義務づけ等が規定された。これ
らの情報提供に係る課題の解決を図るた
め、障害当事者・有識者・地方公共団
体・事業者を含めた検討会を設置して議
論を行い、効果的なバリアフリーマップの
作成方法について、調査・検討を行う。

総合政策局安心生活政
策課
tel：03-5253-8304

12,687,798,664


