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1
国土交通データプラットフォームの利活用に関す
る利用実証及び調査・検討業務

ｅｓｒｉジャパン（株） 6010001101113
随意契約（少額随

契）
880,000 12月24日

国土交通データプラットフォームの利活用に関する利
用実証及び調査・検討を行う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8118

2
令和２年度　サンクトペテルブルグにおける都市環
境問題（廃棄物処理問題等）に関する調査検討
業務

（株）エックス都市研究所 4013301013616
随意契約（企画競

争）
7,986,000

（２０２０/１０/９）
（２０２１/３/１７）
２０２１/６/２５

ロシア地方行政府が公表している情報やサンクトペテ
ルブルク市行政府等の関係者とのオンライン等での協
議を通じ、日露双方関係者と調整を行いつつ、廃棄
物焼却場建設の実現可能性及び本邦企業の進出可
否に関する調査や情報収集・分析を実施。
上記調査事項を踏まえて、「日露都市環境問題作業
部会」等を活用して、パイロット事業具体化に向けた資
金面や体制面含めたスキームの検討を実施するととも
に、地方政府との政策対話を含む日露双方の政府機
関や民間企業等と緊密な協議を実施。

総合政策局
国際政策課（グローバ
ル戦略）
tel:03-5253-8111
(25225)

3
令和２年度　サンクトペテルブルグにおける都市開
発・交通分野の調査・検討業務

（株）野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争） 14,909,400

（２０２０/１０/１
２）

(２０２１/３/１８)
２０２１/６/３０

サンクトペテルブルグにおける都市開発分野及び都市
交通分野において、ＴＯＤ、再開発コンセプト、輸送イ
ンフラ近代化プログラム等を中心に個別プロジェクトの
具体化に向け、ロシア地方行政府等との協議を通じて
必要な調査や情報収集・分析を実施したうえで、両分
野における日露協力推進に向けた新しいプロジェクトの
可能性調査を実施。

総合政策局
国際政策課（グローバ
ル戦略）
tel:03-5253-8111
(25225)

4
令和２年度　ウラジオストク交通分野におけるプロ
ジェクト候補調査・検討業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490
随意契約（企画競

争） 4,994,000

（２０２０/１０/１
２）

（２０２１/３/１９）
（２０２１/６/３０）
2021/９/３０

ロシア地方行政府が公表している情報や沿海地方行
政府やウラジオストク市行政府等の関係者とのオンラ
イン等での協議を通じ、日露双方関係者と調整を行い
つつ、渋滞発生に関する課題を中心として当地の交
通分野について、整備状況や今後の計画など必要な
調査や情報収集・分析を実施。
上記調査事項を踏まえて、「日露都市環境問題作業
部会」等を活用して、立体駐車場の整備など案件具
体化に向けた資金面や体制面含めたスキームの検討
を実施するとともに、地方政府との政策対話を含む日
露双方の政府機関や民間企業等と緊密な協議を実
施。
ロシア側へのヒアリング調査を基に、交通分野における
新規プロジェクトの可能性を調査。

総合政策局
国際政策課（グローバ
ル戦略）
tel:03-5253-8111
(25225)

5
危機の先にある豊かな未来に関する各種取組や
人々の認識に関する調査分析業務

（株）価値総合研究所 3010401037091
随意契約（企画競

争）
6,400,000 11月25日

国交省の各種プロジェクト策定の基礎となる分析結
果・データ等の整理のため、激甚・頻発化する自然災
害やコロナの感染拡大を受けた働き方や住まい方、生
き方に対する国民の意識の変化に関する調査等を
行った。

総合政策局政策課
政策第一係
tel：03-5253-8320

6
令和2年度インドネシア・マカッサル市におけるス
マートシティ・プラットフォーム（都市ＯＳ）構築に向
けた調査

アクセンチュア(株) 7010401001556
随意契約（企画競

争） 5,500,000 12月8日

マカッサル市はASEANスマートシティ・ネットワーク
（ASCN）の対象都市として日ASEANスマートシティ・
ネットワーク官民協議会（JASCA）による取組が推進さ
れている。マカッサル市の都市課題解決に向けて、ス
マートシティ・プラットフォーム（都市OS）構築に係る現
地環境の調査並びに既存のモニタリングシステムの活
用を視野に入れたスマートシティ・プラットフォーム（都
市OS）のグランドデザイン検討や、モニタリングシステ
ムの活用案の作成を行う。

総合政策局
国際政策課（グローバ
ル戦略）
tel:03-5253-8111
(25216)

7
令和２年度 ベトナムにおける３L水位計を活用した
洪水予警報システム等の概略検討業務

一般財団法人河川情報セン
ター

3010005000132
随意契約（企画競

争）
19,800,000 10月30日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25819)

8
河川ポンプ設備における新たな技術を活用した更
新手法の検討業務

(一社)河川ポンプ施設技術
協会

9010405010345
随意契約（企画競

争） 26,950,000 11月6日

河川ポンプ設備については、設備全体の更新を行わ
なければならない施設を多数抱える「大更新時代」を
迎えるものと想定される。今後、河川ポンプ設備の更
新において、新しい技術の活用等による更新手法・機
器構成等のパラダイムシフトにより、効果的、効率的な
河川ポンプ設備とするために検討を行うものとする。

総合政策局
公共事業企画調整課
機械保全係
03-5253-8111
(24946)

9
令和２年度 海外インフラ事業への新型コロナウイ
ルス感染症の影響調査及び支援方策検討業務
（際１回変更）

オーヴ・アラップ・アンド・パー
トナーズ・ジャパン・リミテッド

8700150008194
随意契約（企画競

争）
16,990,000 （12月10日）

3月24日

令和3年7月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第二係
tel:03-5253-8111
(25817)

履行期限の
延長

10
令和２年度　20万分の1土地分類調図統合化の
ための予備調査業務

株式会社パスコ 5013201004656 一般競争入札 8,877,000 10月14日

国土調査法に基づき実施している土地分類基本調査
（土地履歴調査）で設置した企画調査委員会で検討
された地形分類図の網羅性の向上について付議する
ため、データの試作及び課題抽出、作業要領の検討
当を実施した。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-853）

11 都道府県を越えた広域連携に係る意識調査業務 （株）価値総合研究所 3010401037091
随意契約（企画競

争）
7,799,000 11月24日

都道府県を越えた広域連携に関する自治体等への意
識調査及び有識者への意見聴取を行い、連携が必
要・有効な分野等のトレンドの変化及び具体的ニーズ
を整理し、連携を進める上での各種論点について分析
を行った。

国土政策局
広域地方政策課 企画
係
tel:03-5253-8111
(内線29-428)

12
令和２年度　国土政策シミュレーションモデルの開
発に関する調査

公益財団法人未来工学研
究所

4010605000134
随意契約（企画競

争）
6,897,000 10月13日

地域別の生産性、地域の労働力となる人口構成等を
踏まえた経済の姿と、テレワーク等が進展した場合や
その他経済要因等により変動する人口移動を連動さ
せ、地域の将来の経済・人口の姿を描くモデルの構
築・改良を行った。

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

13
建設技能者に対するスキル向上のための特別講
習等実施業務

（一財）建設業振興基金 2010405010376
随意契約（企画競

争）
39,947,600 10月1日

建設技能者のスキルの向上を目的に、建設キャリア
アップシステムを活用した建設技能者の能力判定制
度で中堅クラスの技能者を対象とした特別講習を実
施した。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　労働
係
tel：03-5253-8283

14
建設工事における安全衛生に関する課題等の整
理補助

中央ビジネス研究所（株） 6030001095808 一般競争入札 1,846,900 10月1日

建設工事従事者の安全及び健康の確保を推進する
ため、労働安全衛生の施策推進に資することを目的
に、建設工事における安全衛生に関する施策の課題
の整理等を行った。

不動産・建設経済局
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

15
２０２０年度入札契約改善推進事業に係る発注者
支援等業務

明豊ファシリティワークス
（株）

7010001072436
随意契約（企画競

争） 22,220,000
（10月12日）
（12月25日）

3月17日

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を
改正する法律（平成26年法律第56号）」に基づく地方
公共団体の入札契約制度の改善に係る支援及び過
年度に実施した支援事業の効果分析を行い、また、
地方公共団体の担当者が発注事務に際して参照する
ことを想定した実務参考資料の収集・整理を行った。

不動産・建設経済局
建設業課入札制度企
画指導室企画係
tel：03-5253-8111
（24784）

16
令和２年度　トルコ企業と連携した第三国でのビジ
ネス展開に関する調査業務

（一社）海外建設協会 8010005018896
随意契約（企画競

争）
5,999,999 10月14日

中央アジア・アフリカ市場におけるトルコ建設企業の受
注実績、及び当該企業の特徴や強み等の調査・分析
を行った。

不動産・建設経済局
国際市場課国際調査
係

17
令和２年度　海外建設・不動産市場データベース
の更新等に向けた海外建設・不動産市場に関す
る調査業務

（株）野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争） 5,998,822 10月14日
海外建設・不動産市場データベースにおける更新情
報を調査・整理し、更新可能な情報の更新をした。

不動産・建設経済局
国際市場課国際調査
係
tel：03-5253-8280

令和2年度 委託調査費に関する契約状況（10月～12月）
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令和2年度 委託調査費に関する契約状況（10月～12月）

18
令和２年度土地の適正な管理に係る啓発及び空
き地条例に係る調査検討業務

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057
随意契約（企画競

争）
10,923,000 10月15日

土地所有者等に向け、適正な土地の管理の必要性
及び管理の方向性等について周知を行うリーフレットを
作成し、また、全国の空き地に係る条例について調
査・分析を行った。

不動産・建設経済局
土地政策課政策第二
係
tel：03-5253-8290

19
令和２年度国民の生命・生活を守るための土地
利用等に関する調査業務

（一財）日本不動産研究所 2010405009567
随意契約（企画競

争） 3,993,000 10月15日

土地白書への掲載により国民へ情報発信することで、
土地についての基本理念及び土地政策の重要性等
に関する国の理解の促進を図ることを目的とし、近年
の激甚化する災害や新型コロナウイルス感染症に対
応した、国民の生命・生活を守るための土地利用に係
る政府や自治体、民間による取組等や、東日本大震
災から１０年が経過することを契機にして、被災地にお
ける復旧・復興に係る状況や取組を調査・分析した。

不動産・建設経済局
土地政策課政策第二
係
tel：03-5253-8290

20
建設技能者の処遇改善及び効率的な現場管理
に関する仕組みの生産性向上に向けた調査・検
討業務

建設業ＤＸ検討共同提案体
（代表者：（一財）建設業振
興基金）

－
随意契約（企画競

争）
1,700,000,000 （10月19日）

3月22日

CCUSに蓄積されたデータを利活用するには、利用用
途に合わせてデータ連携を行う新たな仕組みが必要
であることを確認し、新しい仕組みの構築方法や蓄積
されたデータを整理・編集・変換して利活用する方法
を整理、技術検証により裏付けを得た。

不動産・建設経済局
建設市場整備課
tel：03-5253-8281

21
マイナンバーカード・マイナポータルと技能者の処
遇改善に関する仕組みとの連携推進に関する調
査・検討業務

マイナンバー検討共同提案
体（代表者：（一財）建設業
振興基金）

－
随意契約（企画競

争）
447,000,000 10月19日

マイナンバーカード・マイナポータルと技能者の処遇改
善に関する仕組みとの連携を推進
することを目的とし、セキュリティ面を含めたその実現
可能性の調査や、それらの情報を用いた広域的な手
法についての検討を行った。

不動産・建設経済局
建設市場整備課
tel：03-5253-8281

22
令和２年度リモートセンシングデータを活用した効
率的手法導入推進基本調査実施に必要な資料
作成業務

（公社）全国国土調査協会 6010005003132 一般競争入札 10,241,000 10月23日

リモートセンシングデータを活用した調査手法等を説明
する映像資料、リモートセンシングデータを活用した基
本調査実施地区に係る事例集、GPSナビゲーション機
能を有する地図アプリケーションソフトウェアに基本調
査の成果をインポートして表示させる方法についての
手順書を作成した。

不動産・建設経済局
地籍整備課　計画第二
係tel：03-5253-8384

23
令和２年度公的主体における定期借地権の活用
実態調査

（一財）都市農地活用支援
センター　理事長　坂山　修
平

5011105000160
随意契約（少額随

契）
979,000 10月29日

定期借地権のより円滑な活用のための基礎資料とし
て、公的主体における定期借地権の活用実態につい
て調査を行った。

不動産・建設経済局
不動産市場整備課
情報分析係
tel：03-5253-8375

24
令和２年度車載写真レーザ測量システムを活用
した効率的手法導入推進基本調査実施に必要
な資料作成業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 5,940,000 11月4日
MMSを活用した基本調査実施地区の調査結果報告
書、MMSマニュアル改定及び解説資料、MMSを活用し
た調査手法を説明する映像資料を作成した。

不動産・建設経済局
地籍整備課　計画第二
係tel：03-5253-8384

25
適正な工期設定等における働き方改革の推進に
関する調査検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争）
15,994,000 11月6日

民間工事における工場製品（プレキャスト等）の活用
状況及び問題が生じた際の解決方法や、過去の週休
２日等工事の実態について調査・検討結果をまとめ
た。

不動産・建設経済局
建設業課 政策係
tel：03-5253-8111
（24757）

26
働き方改革に向けた建設工事における今後の電
子契約のあり方に関する調査検討業務

（一財）建設産業経理研究
機構

7010405011758
随意契約（企画競

争）
6,941,000 11月6日

電子契約サービスを提供している事業者へのアンケー
ト等を実施し、電子契約の利用状況等について調査・
整理し、その結果をまとめた。

不動産・建設経済局
建設業課 法規係
tel：03-5253-8111
（24756）

27
令和２年度　法定福利費を内訳明示した見積書
の活用状況等に関する調査業務

（株）日本アプライドリサーチ
研究所

6010001009455
随意契約（少額随

契）
987,965 11月9日

各建設業団体に所属する会員企業における最近の社
会保険加入の取組状況や法定福利費の内訳明示の
取組状況を把握し、社会保険等への加入徹底方策を
検討するための基礎資料を収集した。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　労働
適正化係　tel：03-
5253-8283

28
大深度地下利用における工法技術情報の収集・
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（企画競

争）
4,840,000 12月1日

大深度地下使用を利用する上での安全上の課題に
対応するため、シールド工事における事故事例や最新
技術、設計・施工方法の調査及びそれらの課題の分
析を行った。

不動産・建設経済局
総務課　土地収用管理
室
tel：03-5253-8399

29 安全講習における新技術活用業務 （株）仙台銘板 3370001004506
随意契約（少額随

契） 440,000 12月8日

建設工事従事者の安全及び健康の確保を推進する
ため、労働安全衛生の施策推進に資することを目的
に、建設工事における安全衛生に関する施策の課題
の整理等を行った。

不動産・建設経済局
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

30
国土調査法第１９条第５項指定及び地籍整備推
進調査費補助金に係る制度普及資料作成業務

（公社）全国国土調査協会 6010005003132 一般競争入札 2,420,000 12月9日

国土調査法第１９条第５項の規定に基づく指定及び地
籍整備推進調査費補助金に係る制度の概要、メリット
等を内容とし、都道府県等の関係団体を通じて民間
事業者向けに周知するための資料を作成した。

不動産・建設経済局
地籍整備課　調査第一
係tel：03-5253-8384

31
令和２年度鑑定評価モニタリング実施状況等調
査業務

（株）ママスクエア 5010401115820 一般競争入札 920,700 12月11日
鑑定評価モニタリングにおける資料の集計、整理、分
析結果等をまとめた報告書

不動産・建設経済局
地価調査課鑑定評価
指導室鑑定評価監督
係
tel：03-5253-8378

32
諸外国での不動産取引に係る新技術活用等の実
態調査検討業務

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）
7,491,000 12月22日

米国等の諸外国におけるAI・IｏＴ等の新技術の活用実
態及びインスペクションの活用実態等について調査・
分析を行った。

不動産・建設経済局
不動産業課　流通市場
活性化係
tel：03-5253-8111
（25119）

33
３D都市モデルを活用した民間サービス開発に向
けたコンセプト作成及び案件組成業務

アクセンチュア（株） 7010401001556
随意契約（企画競

争） 60,000,000 10月6日

民間の分野において、オープンデータとすることを想定
している3D都市モデルのデータを活用して、地方公共
団体等が抱える社会的課題の解決や市民のQoL向上
につながるソリューションを提供するためのコンセプトの
作成と、それを実現するための具体的なサービス開発
に向けた企画立案及び実証計画の策定を通じて、3D
都市モデルの民間利用の促進に向けて検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

34
都市のデジタル・トランスフォーメーションに係る海
外制度調査業務

（株）ボストン・コンサルティン
グ・グループ

2010001029085
随意契約（企画競

争） 29,920,000 10月6日

ICT技術の発展に伴いデータ活用技術等の新技術を
まちづくりや都市におけるソリューションの提供に活用
する事例（以下、「データ活用型まちづくり」という。）が
世界各国で進展していることを踏まえ、同様の取組み
を我が国の都市政策に導入するための検討材料とし
て、海外におけるデータ活用型まちづくりに関する法的
制度、予算的支援、税制措置その他の制度的枠組み
の調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

35
都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた３D都市モデルの構築等に関す
る高精度化を考慮した３D都市モデル作成業務

共同提案体　（代）　（株）パ
スコ　外１者 5013201004656

随意契約（企画競
争）

440,000,000 10月16日 https://www.mlit.go.jp/plateau/
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

36
都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた３D都市モデルの構築等に関す
る効率化を考慮した３D都市モデル作成業務

共同提案体　（代）　アジア
航測（株）外１者 6011101000700

随意契約（企画競
争）

439,945,000 10月16日 https://www.mlit.go.jp/plateau/
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

37

都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた３D都市モデルの構築等に関す
る災害ハザード情報（地すべり防止区域）整備業
務

（株）東京地図研究社 7012401001123 一般競争入札 4,125,000 10月16日

令和２年の都市再生特別措置法等の改正により、災
害レッドゾーンにおいて開発を抑制することとされたこと
から、このうち、地すべり防止区域について地理的・空
間的に明確化して、都市モデルを用いたシミュレーショ
ンに活用するための国土数値情報のデータ整備業務
を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

38
令和２年度海外都市開発分野における国内外自
治体間連携推進業務

（株）ＵＲリンケージ 3010001088790
随意契約（企画競
争） 9,999,000 10月22日

国内自治体と新興国自治体の関係構築の促進を目
的とし、新興国自治体における都市開発分野のニー
ズ調査、国内自治体向けにセミナー等を実施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

39
３D都市モデルを活用した多様なユースケースの
開発・活用に向けた情報発信業務

共同提案体　（代）　（株）日
建設計総合研究所　外２者 7010001007490

随意契約（企画競
争）

40,447,000 （10月23日）
1月27日

特設Webサイトの構築、プロモーションムービーの制作
やハッカソンの実施等を通じて、3D都市モデルが社会
的課題に対して多様なソリューションを提供しうるポテ
ンシャルを有する点などについて発信することにより、
3D都市モデルのユースケース及びオープンデータの
取組が全国へと波及し、更なる多様なユースケースの
開発・活用へと展開するための調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392



【会計名：（組織）国土交通省　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

成果物概要 部局等名 備考

令和2年度 委託調査費に関する契約状況（10月～12月）

40
BMIデータ等の活用による３D都市モデルと連携し
た建物屋内モデルの構築及びユースケース開発
の実行可能性調査

森ビル（株） 1010401029669
随意契約（企画競
争） 29,480,000 10月23日

BIMデータ等の建物モデルを活用して細密な建物屋
内モデルを作成し、これを用いた建築物の内部空間
を含むモニタリングやシミュレーション等の実証実験を
実施することを通じて、BIMデータ等と連携した3D都市
モデルのユースケース開発を推進するための調査・検
討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

41

都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた3D都市モデルの構築等に関す
る災害ハザード情報（急傾斜地崩壊危険区域）整
備業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 7,480,000 10月23日

令和２年の都市再生特別措置法等の改正により、災
害レッドゾーンにおいて開発を抑制することとされたこと
から、このうち、急傾斜地崩壊危険区域について地理
的・空間的に明確化して、都市モデルを用いたシミュ
レーションに活用するための国土数値情報のデータ整
備業務を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

42
令和２年度　東南アジア・南アジア地域における
都市開発の案件形成推進業務

共同提案体　（代）　パシ
フィックコンサルタンツ（株）
外１者

8013401001509
随意契約（企画競

争）
7,986,000 10月28日

我が国企業による海外における都市開発プロジェクト
の受注に繋げることを目的とし、タイにおける既存資料
等の収集・整理、基本計画策定、事業実施可能性調
査を実施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

43
都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた3D都市モデルの構築等に関す
る人工衛星データ利用条件整理業務

一般財団法人リモート・セン
シング技術センター

8010405009768 随意契約（少額） 968,000 12月22日 https://www.mlit.go.jp/plateau/
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

44 大規模災害時における復旧工法等検討業務 （株）エコー 2010501016723
随意契約（企画競

争）
11,935,000 10月13日 大規模災害時における復旧工法等検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

45
下水道分野における我が国優位技術の普及方策
検討業務

下水道分野における我が国
優位技術の普及方策検討
業務共同提案体

-
随意契約（企画競

争）
6,545,000 （10月22日）

3月24日
下水道分野における我が国優位技術の普及方策検
討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

46 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 3,740,000 12月21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

47
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

福岡県知事 6000020400009
随意契約（競争性

なし）
1,216,000 （10月1日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

48
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

佐賀県知事 1000020410004
随意契約（競争性

なし）
1,254,000 （10月1日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

49
令和２年度
全国水需給動態調査

北海道知事 7000020010006
随意契約（競争性

なし）
407,104 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

50
令和２年度
全国水需給動態調査

群馬県知事 7000020100005
随意契約（競争性

なし）
410,000 10月1日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

51
令和２年度
全国水需給動態調査

富山県知事 7000020160008
随意契約（競争性

なし）
255,000 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

52
令和２年度
全国水需給動態調査

奈良県知事 1000020290009
随意契約（競争性

なし）
41,460 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

53
令和２年度
全国水需給動態調査

愛媛県知事 1000020380008
随意契約（競争性

なし）
18,382 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

54
令和２年度
全国水需給動態調査

佐賀県知事 1000020410004
随意契約（競争性

なし）
342,000 10月1日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

55
令和２年度
全国水需給動態調査

宮崎県知事 4000020450006
随意契約（競争性

なし）
380,564 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

56
令和２年度
全国水需給動態調査

沖縄県知事 1000020470007
随意契約（競争性

なし）
598,320 （10月1日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

57
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

茨城県知事 2000020080004
随意契約（競争性

なし）
1,582,666 （10月2日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

58
令和２年度
全国水需給動態調査

新潟県知事 5000020150002
随意契約（競争性

なし）
15,950 （10月2日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

59
令和２年度
全国水需給動態調査

石川県知事 2000020170003
随意契約（競争性

なし）
91,000 10月2日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

60
令和２年度
全国水需給動態調査

鳥取県知事 7000020310000
随意契約（競争性

なし）
163,429 （10月2日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

61
令和２年度
全国水需給動態調査

広島県知事 7000020340006
随意契約（競争性

なし）
0 （10月2日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

委託業務であり、
完了報告にて執
行額（精算額）が
なかったことか
ら、額の確定によ
り0円となる。

62
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

三重県知事 5000020240001
随意契約（競争性

なし）
1,247,334 （10月5日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

63
令和２年度
全国水需給動態調査

宮城県知事 8000020040002
随意契約（競争性

なし）
488,325 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

64
令和２年度
全国水需給動態調査

秋田県知事 1000020050008
随意契約（競争性

なし）
14,850 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

65
令和２年度
全国水需給動態調査

茨城県知事 2000020080004
随意契約（競争性

なし）
17,210 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

66
令和２年度
全国水需給動態調査

栃木県知事 5000020090000
随意契約（競争性

なし）
89,287 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

67
令和２年度
全国水需給動態調査

岐阜県知事 4000020210005
随意契約（競争性

なし）
0 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

委託業務であり、
完了報告にて執
行額（精算額）が
なかったことか
ら、額の確定によ
り0円となる。

68
令和２年度
全国水需給動態調査

三重県知事 5000020240001
随意契約（競争性

なし）
16,000 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）
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69
令和２年度
全国水需給動態調査

和歌山県知事 4000020300004
随意契約（競争性

なし）
19,000 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

70
令和２年度
全国水需給動態調査

山口県知事 2000020350001
随意契約（競争性

なし）
441,000 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

71
令和２年度
全国水需給動態調査

高知県知事 5000020390003
随意契約（競争性

なし）
355,732 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

72
令和２年度
全国水需給動態調査

熊本県知事 7000020430005
随意契約（競争性

なし）
279,981 （10月5日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

73
令和２年度
全国水需給動態調査

青森県知事 2000020020001
随意契約（競争性

なし）
72,508 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

74
令和２年度
全国水需給動態調査

岩手県知事 4000020030007
随意契約（競争性

なし）
354,701 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

75
令和２年度
全国水需給動態調査

福島県知事 7000020070009
随意契約（競争性

なし）
505,745 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

76
令和２年度
全国水需給動態調査

千葉県知事 4000020120006
随意契約（競争性

なし）
57,000 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

77
令和２年度
全国水需給動態調査

東京都知事 8000020130001
随意契約（競争性

なし）
149,323 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

78
令和２年度
全国水需給動態調査

福井県知事 4000020180009
随意契約（競争性

なし）
412,000 10月6日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

79
令和２年度
全国水需給動態調査

山梨県知事 8000020190004
随意契約（競争性

なし）
0 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

委託業務であり、
完了報告にて執
行額（精算額）が
なかったことか
ら、額の確定によ
り0円となる。

80
令和２年度
全国水需給動態調査

長野県知事 1000020200000
随意契約（競争性

なし）
41,293 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

81
令和２年度
全国水需給動態調査

滋賀県知事 7000020250007
随意契約（競争性

なし）
6,287 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

82
令和２年度
全国水需給動態調査

京都府知事 2000020260002
随意契約（競争性

なし）
371,542 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

83
令和２年度
全国水需給動態調査

大阪府知事 4000020270008
随意契約（競争性

なし）
44,576 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

84
令和２年度
全国水需給動態調査

兵庫県知事 8000020280003
随意契約（競争性

なし）
476,000 10月6日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

85
令和２年度
全国水需給動態調査

島根県知事 1000020320005
随意契約（競争性

なし）
383,903 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

86
令和２年度
全国水需給動態調査

徳島県知事 4000020360007
随意契約（競争性

なし）
21,000 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

87
令和２年度
全国水需給動態調査

福岡県知事 6000020400009
随意契約（競争性

なし）
81,062 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

88
令和２年度
全国水需給動態調査

大分県知事 1000020440001
随意契約（競争性

なし）
155,065 （10月6日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

89
令和２年度
全国水需給動態調査

鹿児島県知事 8000020460001
随意契約（競争性

なし）
442,000 10月6日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

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

90
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

名古屋市長 3000020231002
随意契約（競争性

なし）
1,034,916 （10月7日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

91
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

群馬県知事 7000020100005
随意契約（競争性

なし）
957,000 （10月9日）

3月17日
当該都道府県における、地盤沈下防止等対策要綱に
基づく、要綱の状況把握に資する調査

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

92
令和２年度新たな世界的水資源問題への対応方
策検討業務

特定非営利活動法人
日本水フォーラム

7010005007413
随意契約（企画競

争）
21,010,000 （10月29日）

2月19日
水に関する国際会議における情報収集・発信及び世
界水フォーラム等に向けた取組方策検討

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

93 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）
12,980,000 10月1日

高速道路の料金施策について、その効果を総合的に
検証することを目的とする。

道路局高速道路課事
業企画係
tel:03-5253-8490

94
令和２年度　大雪時の需要抑制・利用抑制に関
する検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争）
9,988,000 10月1日

近年頻発する異例の降雪に備え、大雪が予測される
場合は、適切な情報提供の下で、国民一人一人が非
常時であることを理解して、降雪状況に応じて不要・不
急の道路利用を控える等、国民が主体的に道路の利
用抑制に取り組む環境を醸成するため、大雪時の需
要抑制・利用抑制について検討する。

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

95
令和２年度　道路構造基準類の改定に関する調
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）
14,993,000 10月13日

基本政策部会で議論している道路政策の中長期ビ
ジョンを踏まえ、道路構造基準類を改定するため、国
内外の関連する道路構造基準類等の運用動向の調
査、国内外における近年の道路関連技術の進展の調
査、改定案の検討を行う。

道路局企画課構造基
準第一係
tel:03-5253-8485

96
軌道事業に関する調査・検討及び円滑化に向け
た整理業務

軌道事業に関する調査・検
討及び円滑化に向けた整理
業務公益社団法人日本交
通計画協会・パシフィックコン
サルタンツ株式会社共同提
案体

-
随意契約（企画競

争）
6,710,000 10月13日

各軌道事業において経過年数により老朽化が進んで
いる施設が多くなっていることから、軌道法が適応され
ている路線についての利用状況等の収集整理をし、
老朽化や維持管理の現状について整理、課題等の分
析、改善点を検討する。

道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

97
令和２年度　道路関係計数の合理的なデータ処
理に関する検討業務

社会システム（株） 1013201015327
随意契約（企画競

争）
14,960,000 10月20日

道路事業の予算要求及び編成作業等に必要となる帳
票について、過年度までの帳票を分析したうえで、合
理的なデータ処理に関する検討を実施する。

道路局企画課企画第
一係
tel:03-5253-8485
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98
高速道路における休憩施設の駐車需要調査方法
および駐車ますの設計基準に関する検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争） 14,993,000 10月21日
高速道路の休憩施設の駐車需要調査方法および駐
車ますの設計基準に関する検討を行うことをを目的と
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

99
令和２年度　道路トンネル維持管理データの分
析・利活用検討業務

令和２年度　道路トンネル維
持管理データの分析・利活
用検討業務日本建設機械
施工協会・日本みち研究所
共同提案体

-
随意契約（企画競

争）
24,970,000 10月26日

道路トンネルを対象に今後の維持管理データベース
構築に向け、蓄積データを有効に活用するためのあり
方を検討するとともに、より適切な維持管理を実施す
るため蓄積データの利活用方法について検討を実施
する。

道路局国道･技術課技
術企画室舗装係
tel:03-5253-8498

100 中国等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） 7,964,000 11月30日
中国及び周辺地域の道路政策等について、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ことを
目的とする。

道路局企画課国際室
国際調査第二係
tel:03-5253-8906

101
小規模の店舗・飲食店等のバリアフリー化に関す
る調査・分析業務

（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） 5,478,000 10月14日
小規模店舗等のバリアフリー化状況に関するアンケー
ト調査を実施し、その分析を行った。

住宅局建築指導課企
画係
内線３９－５３８

102
アクティブソナーによる衝突回避の検証のための
調査

三菱造船(株) 7020001122958
随意契約（企画競

争）
12,999,800 10月2日

既存の高速船におけるアクティブソナーの課題を明確
にし、この課題を考慮した試作品を作成するとともに、
試作品の実海域での試験を行い評価した。

海事局安全政策課政
策係
tel：03-5253-8631

103
船舶用座席による衝突時安全性の向上のための
調査

川崎重工業(株) 1140001005719
随意契約（企画競

争）
12,941,676 10月2日

高速船の衝突時の船体及び人体の衝撃メカニズムを
解明し、衝突被害を軽減する座席について、衝突試
験等を行い評価をした。

海事局安全政策課政
策係
tel：03-5253-8631

104
放射性物質等の海上運送の安全対策に関する
調査・検討

（国研）海上・港湾・航空技
術研究所

5012405001732 一般競争入札 4,058,322 10月2日
放射性物質の海上運送に関する国内外の動向、放
射性物質輸送船の安全解析手法等の調査検討を
行ったもの。

海事局検査測度課危
険物輸送対策室
tel:03-5253-8639

105
ASEAN諸国の港湾におけるｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの能力
評価方策検討業務

（一財）国際臨海開発研究
センター

4010405010523
随意契約（企画競

争） 18,111,657
（10月5日）
2月１0日

「日ASEAN交通連携」の枠組みを通じた「日ASEAN港
湾技術者会合」の開催・運営を行うとともに、同枠組
みにおいて令和２年度以降の３年間を目途に策定す
る計画となっている、「コンテナターミナルの能力評価
に関するガイドライン」の構成案を、ASEAN各国におけ
るコンテナターミナルで生じている課題を特定すること
によって、作成することを目的とする。

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111

106 宅配ボックス普及方策検討業務 （株）富士通総研 8010401050783
随意契約（企画競

争） 9,999,000 10月5日
宅配ボックスの現状を調査するとともに、実証事業を
実施した上で、普及方策や新型コロナウイルス感染症
を契機とした新たな活用方法を提案した。

総合政策局物流政策
課
tel:03-5253-8801

107
ビジネスジェット利用による地域経済波及効果に
関する調査研究業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 9,350,000 10月5日

ビジネスジェットによる地域経済への波及効果の計量
に必要な知見・情報について調査し、その計量を試み
ることで、ビジネスジェットの利用環境を整えることによ
る地域への影響・経済波及効果について検討を行っ
た。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

108 インド空港運営案件発掘調査
ＥＹ新日本有限責任監査法
人

1010005005059 一般競争入札 4,400,000 10月6日
インドの空港への我が国企業の参画に向けた同国に
おける航空事業・政策等の現状と将来計画についてと
りまとめた調査報告書

航空局総務課政策企
画調査室
tel：03-5253-8111
（内線　　　　　48183）

109
令和２年度観光地域動向調査事業
「能登地域に関するインバウンド動向調査」

(株)JTBコミュニケーションデ
ザイン
プロモーション事業部　北陸
営業局

2010701023536
随意契約（企画競

争）
1,700,000 10月6日

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/00017
2024.pdf

北陸信越運輸局観光
部観光地域振興課
025-285-9181

110
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第７０
条（車体の構造）等に関する調査検討

一般社団法人日本鉄道車
両機械技術協会

1010405010609 一般競争入札 4,993,384 10月7日
鉄道の車両に関する技術基準について、ＪＩＳの解釈
基準への引用や車両保全に関する基準運用上の問
題点や新技術について調査検討を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

111
令和2年度　鉄道の土木技術基準に関する検証
とその対応の方向性等に係る調査検討

一般社団法人日本鉄道施
設協会

8010505001955 一般競争入札 4,895,000 10月7日
鉄道の土木に関する技術基準について、今後の見直
しの基礎資料とするため、基準運用上の問題点や新
技術について調査検討を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

112 ベトナム南北高速鉄道計画に関する調査

ベトナム南北高速鉄道計画
に関する調査共同提案体
（株式会社アルメックＶＰＩ・独
立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構・株式会
社オリエンタルコンサルタンツ
グローバル・日本工営株式
会社）

－
随意契約（企画競

争） 29,700,000 10月9日

南北高速鉄道計画を含めた各鉄道におけるインフラ
共有の適否や、ベトナム国鉄の既存路線の改良等に
ついて整理し、ベトナムにおける鉄道のあり方について
検討を行った。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

113 日本の鉄道技術の優位性に関する調査
日本コンサルタンツ株式会
社

4010001146242
随意契約（企画競

争）
19,987,330 10月9日

鉄道事業者・メーカー・コンサル等へのヒアリング等に
より、日本の鉄道技術の優位性を特定するとともに、
規格化の優先順位及び入札条件への反映方策につ
いて検討した。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

114
アンモニア燃焼による排気ガス中の温室効果ガス
に関する調査

（国研）海上・港湾・航空技
術研究所

5012405001732 一般競争入札 12,703,862 10月9日

アンモニアを船舶用燃料としてエンジンで燃焼した場
合の排気ガス中に発生する亜酸化窒素の排出量、そ
の排出削減の可能性等を調査し報告書としてまとめ
る。

海事局海洋･環境政策
課
環境渉外室
tel:03-5253-8118

115
鉄道の混雑緩和に資する情報提供のあり方に関
する調査

 エム・アール・アイ リサーチ
アソシエイツ株式会社

7010001012532
随意契約（企画競

争） 8,991,831 10月9日

鉄道利用者の自発的な混雑回避を促進するための
情報提供のあり方について検討を行い、「鉄道の混雑
緩和に資する情報提供に関するガイドライン」として取
りまとめた。

鉄道局都市鉄道政策
課
tel：03-5253-8534

116
令和2年度エコ通勤に関する効果的な普及方法
についての検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 2,893,000 10月9日
エコ通勤およびエコ通勤優良事業所認証制度の普及
を目的とした告知ツールの作成や事例収集を行った。

総合政策局地域交通
課
tel：03-5253-8987

117 産業資源の観光活用に関する調査・検討業務 （株）ランドリーム 2011101071150
随意契約（企画競

争）
29,997,000 10月12日

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.
html

観光庁観光資源課
tel:03-5253-8111
（内線27-826）

118
放射性物質等の陸上輸送に係る諸問題の技術
動向に関する調査

（公財）原子力安全技術セン
ター

6010005018634 一般競争入札 2,768,081
（10月13日）

3月9日

調査結果報告書（A4版）
50頁程度　10部
調査結果データ　CD-R　2枚

自動車局安全・環境基
準課
03-5253-8603

119 スマートエアポート海外展開検討調査 日本工営（株） 2010001016851 一般競争入札 4,400,000 10月15日
スマートエアポート技術・製品の導入事例や導入効果
等の現状、基本コンセプトを整理して、優位性のある本
邦技術の海外展開施策について検討した。

航空局空港技術課
空港国際業務推進室
国際事業係
tel：03-5253-8111
（内線　　　　　49255）

120
令和２年度　鉄道構造物の技術基準整備等に係
る調査研究

公益財団法人鉄道総合技
術研究所

3012405002559
随意契約（企画競

争） 49,940,000 10月16日
鉄道構造物等設計標準の改訂及び鉄道構造物等管
理標準の現場係員の実務に資する手引き作成に係る
検討。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

121
社会情勢の変化等による鉄道ネットワークの将来
的なあり方に関する調査

一般財団法人運輸総合研
究所

4010405010473
随意契約（企画競

争） 8,396,300
（10月16日）

3月1日

（1）新型コロナウイルス感染症の流行による鉄道利用
状況への影響に関する基礎調査
今後の社会情勢の変化等に応じた都市鉄道のあり方
や利用者ニーズの高度化等に対応した施設整備促進
のあり方などを検討するための調査を行った。
（2）利用者ニーズの高度化等に対応した施設整備促
進のあり方の検討調査
ホームドアなど利用者ニーズの高度化に対応した施設
整備状況について整理するとともに整備促進のための
方策を検討した。

鉄道局都市鉄道政策
課
tel：03-5253-8534

122
鉄道における準天頂衛星等システム活用に関す
る調査検討

　独立行政法人自動車技術
総合機構　交通安全環境研
究所

1011105001930 一般競争入札 6,875,869 10月16日
鉄道における準天頂衛星等システムの活用に向け、
フィールド試験の実施を通じた、調査検討を実施

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

123 駅周辺地域の交通安全確保に関する調査業務 （株）アクス 5020001010470 一般競争入札 1,720,000 10月16日
駅周辺地域における交通事故発生状況の推移及び
自転車放置実態の改善状況の関係性についての調
査結果をまとめた。

総合政策局総務課交
通安全対策室
tel: 03-5253-8311



【会計名：（組織）国土交通省　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

成果物概要 部局等名 備考

令和2年度 委託調査費に関する契約状況（10月～12月）

124
サウジアラビアにおける交通関連インフラプロジェク
トの課題検討把握及び日本企業進出促進調査

（株）野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争）
18,998,155 10月19日

具体的な案件形成に向けて関係省庁・企業へのヒアリ
ングを実施、ビジネスマッチングを行なった。また、次
年度以降のための招聘プログラムの策定を行なった。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

125
海における次世代モビリティの活用促進に関する
調査検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 3,300,000 10月19日

海における次世代モビリティに関する産学官協議会の
議論の内容を踏まえ、海における次世代モビリティの
活用促進に向けた取組の基本的方向性を取りまとめ
た報告書。

総合政策局海洋政策
課
tel:03-5253-8266

126 将来的な貨物鉄道の取扱いに関する調査 株式会社野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争）
11,997,975 10月21日

2030年度末の北海道新幹線札幌開業を見据え、北
海道新幹線の速達性を向上させるとともに、併せて北
海道と本州間の物流を確保するという課題を両立する
解決策を見出すべく調査を実施。

鉄道局鉄道事業課
tel：03-5253-8529

127
緊急対応時等における船員の訓練手法向上のた
めの詳細調査

(株)日本海洋科学 1020001077159 一般競争入札 4,643,100 （10月21日）
12月2日

ベトナム国内における緊急対応時の船員の訓練手法
を向上させるため、船員教育者養成事業の効果検証
及びニーズ調査を実施し、今後の同事業の効果的な
在あり方を提案するもの。

海事局船員政策課国
際企画係
tel：03-5253-8651

128
『静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間
改善地方協議会』における実証事業

（株）日通総合研究所 3010401051209
随意契約（企画競

争）
2,893,000 10月21日

トラックドライバーの長時間労働が常態化している富士
地区における紙・パルプ輸送を行う事業者へのアン
ケートを踏まえ、明らかとなった課題に対する改善策を
実施する。

中部運輸局自動車交
通部貨物課
tel:052-952-8037

129
九州新幹線（西九州ルート）の部分開業前におけ
る人の流動に関する実証調査

学校法人中村学園　中村学
園大学

7290005001256
随意契約（少額随

契）
967,140 10月22日

九州新幹線西九州ルート開業前後の旅客流動の変
化を把握するため、アンケートにより開業前の現状
データを取得する。

九州運輸局交通政策
部交通企画課
tel:092-472-2315

130
新型コロナウイルス感染症による公共交通への影
響及び今後のあり方に関する調査

株式会社日本能率協会総
合研究所

5010401023057
随意契約（企画競

争） 4,994,000 10月23日
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/20220
111.kouji1.pdf

四国運輸局交通政策
部交通企画課
tel：087-802-6725

131
運輸安全マネジメント評価制度の有効性にかかる
分析調査

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント
（株）

2011101025379 一般競争入札 2,519,000 10月27日
情報の収集・分析、事業者ヒアリング及び（自動車
モード）2009-2018年度・事故保険金支払データの
傾向と特徴分析

大臣官房運輸安全監
理官
tel：03-5253-8797

132 動力車操縦者の身体検査に関する調査検討
一般社団法人日本鉄道運
転協会

1010505001953 一般競争入札 2,962,652 10月30日

動力車操縦者が身体機能の基準に適合しているか確
認するための検査や判定方法について指針を作成す
るため、聴力や神経・運動器系等に関し指針に示す
内容の検討を実施。

鉄道局安全監理官室
tel：03-5253-8548

133 ロシアを対象とした観光振興のための調査事業 （株）ＪＴＢ 8010701012863
随意契約（企画競

争） 14,999,523 11月4日

オンラインセミナー・商談会を実施し、電子ビザや新型
コロナウイルス感染症対策、最新フライト情報等につい
て情報提供を行い、旅行商品造成の強化や、業界の
人材育成を図った。また、ロシアにおける新型コロナウ
イルス感染症対策の実態を調査し、調査結果につい
ては旅行会社に対し周知を行うとともに、現地観光資
源等の画像素材を作成し、ロシア観光情報サイトに掲
載。

観光庁参事官(旅行振
興担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-315)

134 海外教育旅行促進に関する調査業務 （株）ＪＴＢ総合研究所 9010001074645
随意契約（企画競

争）
12,980,000 11月4日

青少年の国際交流の再開・回復に向けて、各国の新
型コロナウイルス感染症対策の実態を調査するととも
に、これまでに実際に海外教育旅行を実施した学校
（生徒・教職員）に対し調査を行った。

観光庁参事官(旅行振
興担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-315)

135 既存船の燃費性能規制のトライアル事業 （一財）日本海事協会 7010005016678 一般競争入札 6,800,000 11月4日

国際海事機関（ＩＭＯ）で採択されたGHG削減戦略の
排出目標に対する対応策として、我が国がノルウェー
等と共同で提案している既存船の燃費性能規制
（EEXI）について、実際にEEXIが導入された場合の
EEXIの有効性や影響を調査し報告書としてまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
環境渉外室
tel:03-5253-8118

136
貨物自動車運送事業における生産性向上及び長
時間労働改善に向けた調査事業（生鮮食品）

一般社団法人北海道開発
技術センター

2430005010809
随意契約（企画競

争） 2,915,000 11月4日

貨物自動車運送事業における生産性向上及び長時
間労働の改善に向けて、荷主や運送事業者と協同し
て、生鮮食品物流の特性に着目した課題について総
合的に調査・検討を行うとともに、これまでの取組にお
ける好事例を貨物自動車運送事業者等に周知するこ
とに加え、北海道の状況に応じた課題解決に向けた実
証事業を実施する。

北海道運輸局　自動車
交通部　貨物課
011-290-2743

137
米国におけるインフラ整備等に対する本邦企業等
の参画可能性及び参画方法に係る調査業務

（株）野村総合研究所
（株）ＪＴＢコミュニケーション
デザイン

ー
随意契約（企画競

争） 19,998,825 11月6日

米国における新型コロナウイルス感染症の流行を踏ま
えた今後の動向、フロリダ州やカリフォルニア州等の
PPPに関する法制度の整備状況及び有望なPPP案件
の有無等、PPPを用いたインフラ整備等に対する本邦
企業の参画可能性に係る調査業務を実施した。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

138
小型機・回転翼機事業者の整備士養成・確保の
促進に関する調査

（学）ヒラタ学園 1120105000270 一般競争入札 11,902,000 11月6日

小型固定翼機・回転翼機事業者の整備士養成・確保
に関し、整備業務の効率化や養成訓練等の効率化に
ついての検討及び手法の提案、外国人材の活用につ
いて検討及び手法の提案を実施。

航空局運航安全課
tel：03-5253-8111
内線（50125）

139
海外富裕層の訪日促進に向けた政策立案のため
の調査事業（変更）

ＥＹストラテジー・アンド・コン
サルティング（株）

6010001107003
随意契約（企画競

争）
63,480,000 （11月9日）

1月12日

海外富裕層の訪日促進に向け、富裕層旅行の市場規模や
トレンド、各国の富裕層誘致の取組等今後の政策立案のた
めに必要な調査業務を実施。

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

140
途上国都市部における公共交通普及・発展に向
けた調査

（株）みちのりホールディング
ス

1010001123665
随意契約（企画競

争）
13,797,000 11月10日

途上国都市部における公共交通の普及、発展に向け
た施策の強化を図るため、ベトナム・ハノイ市をケース
スタディとして、今後の交通需要の予測、バス路線網
の再編等、バス利用の促進策について検討を行った。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

141
東北運輸局管内における自助・共助での地域交
通の取り組みに関する実態調査業務

（株）ケー・シー・エス 3011101040658
随意契約（企画競

争）
6,996,000 11月10日

公共交通事業者の経営環境は年々厳しくなっており、
従来型の「足の確保」が困難さを増している中、東北
運輸局管内の自助・共助による交通の取り組みを網
羅的に調査・把握し、得られた好事例を地域の交通を
確保する参考として自治体等へ提示することを目的と
したもの。

東北運輸局交通政策
部交通企画課
tel:022-791-7507

142
ＡＳＥＡＮにおける道路交通安全対策共同調査提
案事業

（株）アルメックＶＰＩ 7013201000455
随意契約（企画競

争） 14,949,000 11月12日

ASEAN各国のうち、特にフィリピン及びベトナムでの交
通安全対策に係る調査を実施し、日ASEAN道路交通
安全専門家会合において調査結果を共有するととも
に、日本の交通安全対策の経験に基づく改善案を提
案し、それらを共同レポートとしてまとめた。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

143
ASEANにおける公共交通のバリアフリー整備のた
めの政策レポートに係るフォーマット策定調査事業

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696
随意契約（企画競

争）
9,991,300 11月12日

日ASEAN交通連携における「公共交通でのバリアフ
リー推進」プロジェクトに基づいて各国が政策レポートを
策定する際に依るべきフォーマットを策定するとともに、
現地で実施するべき調査の手順等をまとめ、政策レ
ポート作成マニュアルを策定した。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

144
船内供食の改善及び調理負担軽減に関する調
査

(株)日本海洋科学 1020001077159 一般競争入札 9,942,900 （11月13日）
3月1日

船員の船内供食状況等を把握するための調査を実施
し、適確な船内供食に関するガイドラインを策定するも
の。

海事局船員政策課安
全衛生係
tel：03-5253-8652

145
ポーランド及びスウェーデンにおける鉄道の海外
展開に向けた調査

ポーランド及びスウェーデン
における鉄道の海外展開に
向けた調査共同提案体（日
本工営株式会社・日本コン
サルタンツ株式会社・株式
会社三菱総合研究所）

－
随意契約（企画競

争） 28,996,000 11月17日
両国における鉄道プロジェクトの情報収集を行い、本
邦企業の参画可能性の分析や現地企業との協業に
向けた検討を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

146
本邦企業による海外港湾運営プロジェクトへの参
画に向けた支援のあり方検討業務

（一財）国際臨海開発研究
センター

4010405010523
随意契約（企画競

争）
20,650,000 （11月17日）

2月１0日

コンセッション方式やBOT方式を含む海外港湾運営プ
ロジェクトにおいて、本邦企業による運営権獲得を実
現するため、過去の海外港湾運営プロジェクトの実績
に関する情報を収集し、本邦企業に対するヒアリング
調査を通じて運営権獲得に向けた課題を抽出したうえ
で、政府による支援のあり方を検討するものである。

港湾局産業港湾課国
際企画室
tel：03-5253-8111
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147 海外女性富裕層に関するニーズ等調査業務 ＰｗＣコンサルティング（同） 1010401023102
随意契約（企画競

争）
14,991,900 11月18日

富裕層の訪日旅行と満足度の高いサービス提供を促
進するためのプロモーションやコンテンツ開発、受入環
境整備等策に向け、意思決定における影響力の強い
女性のニーズを把握するため、米・中・独・UAE・イスラ
エルの５ヶ国を対象にヒアリング等調査を実施。

観光庁参事官(国際関
係担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-503）

148
ASEANにおけるコールドチェーン物流サービスの
展開に関する調査

（株）ブレインワークス 4140001010682 一般競争入札 10,010,000 11月18日

日本の高品質なコールドチェーン物流サービスのさら
なる展開を見据え、カンボジアの農産地で収穫された
野菜の小売店、個人宅及びベトナムの飲食店までの
冷蔵輸送、保管等の実証輸送を実施した。

総合政策局参事官（国
際物流）
tel：03-5253-8800

149
令和2年度輸送部門における省エネ法及びフロン
排出抑制法に係る調査分析業務

社会システム（株） 1013201015327 一般競争入札 2,420,000 11月19日
特定輸送事業者等による省エネ取組に関する調査・
分析

総合政策局環境政策
課
tel:03-5253-8268

150
海外展開における鉄道システムの安全性証明に
関する調査

株式会社三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争）
14,993,000 （11月20日）

2月24日

海外における鉄道システムの安全性証明の実態を明
らかにしたうえで、本邦企業が鉄道システムの安全性
証明に対応する上での課題及び対応の方向性につい
て検討した。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

151
世界から選ばれる観光立国日本となるための将
来戦略調査

（一財）日本総合研究所 2010405010335
随意契約（企画競

争）
16,500,000 11月24日

インバウンドが回復していく過程で進めるべき観光施策
（戦略）について調査・分析を行い、これらの結果を踏
まえて、世界に選ばれる観光立国日本の実現に資す
る将来戦略を取りまとめた。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-912）

152
危険物等の海上輸送に係る教育訓練プログラム
導入ガイドラインの策定に向けた調査

（一社）日本海事検定協会 9010005016718 一般競争入札 3,817,000 11月25日

危険物等の海上運送に起因する事故の発生防止の
ため、危険物等荷送人に対する教育・訓練のためのe
ラーニング教材を作成し、試行的な教材利用を通じた
改善点の確認を行ったもの。

海事局検査測度課危
険物輸送対策室
tel:03-5253-8639

153 固体ばら積み貨物の安全輸送に関する調査研究
（国研）海上・港湾・航空技
術研究所

5012405001732 一般競争入札 2,799,118 11月25日
国際海事機関の貨物運送小委員会（CCC）における
固体ばら積み貨物に係る審議に向けて、各国の提案
文書を分析し、対処方針の検討等を行ったもの。

海事局検査測度課危
険物輸送対策室
tel:03-5253-8639

154
海洋資源開発分野の製品の要求仕様の標準化
への戦略的対応のための環境整備に係る調査

（一社）エンジニアリング協会 1010405009436 一般競争入札 9,837,886 11月26日

オイルメジャーが海洋資源開発用設備に関する製品
を採用する際に必要となる製品の安全評価等の確認
プロセスや、海洋資源開発分野の製品の要求仕様に
関係する国際標準化機構（ISO）の関係規格及び国際
石油ガス生産者協会（IOGP）で検討されているJIP３５
等について調査し、これを手引書としてまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
海洋戦略室
tel:03-5253-8616

155
モバイルデータ活用による地域の観光動向分析
手法検討業務

（株）野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争）
29,989,190 11月27日

地域の観光振興施策の立案・実施・評価においては、
地域の観光経済の実態や波及効果等が地域経済に
与える影響を把握する必要があり、精度の高い地域の
観光統計が必要となっている。そこで、モバイルデータ
でしか把握できない観光入込客の周遊状況等、既存
の統計では把握が難しい分析を行うとともに、今後の
観光統計の高度化の可能性を検証した。

観光庁観光戦略課観
光統計調査室
tel:03-5253-8111
（内線27-216）

156
船舶産業におけるICTの活用によるサプライチェー
ンの多元化のための調査研究業務

（一社）日本造船工業会 8010405010511
随意契約（企画競

争）
49,895,931 11月30日

本調査事業により、我が国船舶産業における国内での
部品・製品等の調達、海外からの輸入部品・製品等
の調達に対する今般の新型コロナウイルス感染拡大の
影響を調査するとともに、同様の影響がある部品・製
品等の海外調達を含めた調達多元化に向けた対応
策の検討を実施した。

海事局船舶産業課生
産技術イノベーション係
tel：03-5253-8634

157
訪日外国人旅行者に対する適切な医療等の確
保に向けた旅行保険加入促進及び情報提供事
業

凸版印刷（株） 7010501016231
随意契約（企画競

争）
19,592,050 12月1日

訪日外国人の保険加入率向上に向けたプロモーショ
ンを検討するため、発地国における保険の加入状況を
調査したもの。
また、訪日外国人の保険・医療に関する情報提供を
実施するためにJNTOホームページを改修したもの。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-904、27-
909）

158
関東運輸局管内の交通事業者等における新型コ
ロナウイルスの影響調査

（株）東京商工リサーチ 5010001134287
随意契約（企画競

争） 5,072,211 12月1日

コロナ禍において交通事業者が実施している取り組み
や、地方自治体による交通事業者への対応、一般市
民への意識調査結果をふまえ、交通事業者の事業維
持・継続に向けた取り組みを検討。

関東運輸局総務部会
計課調度係
tel:045-211-7207

159
操船支援機能と遠隔からの操船等を活用した船
舶の実証事業

(株)MTI 5010001073329
随意契約（企画競

争）
34,978,042 12月2日

タグボートを用いて実証試験を行い、船陸間通信デー
タ適正化の検証、遠隔からの非常対応機能の検証等
を行った。また、陸上支援センターの要件の検討のた
めの項目の整理を行い、安全要件を検討するための
課題を洗い出した。

海事局安全政策課政
策係
tel：03-5253-8631

160
訪日外国人旅行者に対する適切な医療等の確
保に向けた実態調査業務

ＰｗＣコンサルティング（同） 1010401023102
随意契約（企画競

争）
19,566,800 12月2日

訪日外国人が、日本を訪れた際に適切な医療を受け
られる状態となっているかを確認するため、訪日外国
人の医療受診についての実態を調査したもの。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-904、27-

161 瀬戸内海航路計画に係る基礎調査業務 中電技術コンサルタント（株） 6240001006974
随意契約（企画競

争）
8,910,000 12月2日

瀬戸内海航路を航行する船舶の航行障害への対応
を検討するため、また災害発生時における緊急避難
方法を検討するため、その前提となる基礎的な調査を
行うもの。

四国地方整備局 総務
部 経理調達課
tel：087-811-8304

162
北海道運輸局管内における新型コロナウィルスに
よる公共交通への影響調査等業務

一般社団法人北海道開発
技術センター

2430005010809
随意契約（企画競

争） 4,994,000 12月2日

ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた今後の公共交
通の利用促進等を図るため、道内経済団体とも連携
し、利用実態の変化や、企業・利用者の意識・行動の
変化について調査分析を実施。

北海道運輸局　交通政
策部　交通企画課
011-290-2721

163
米国北東回廊マグレブ構想における我が国高速
鉄道技術導入促進方策に係る調査

The Northeast Maglev,LLC －
随意契約（競争性

なし）
199,937,100 12月3日

米国北東回廊における我が国の超電導リニア技術の
導入促進を図るため、ワシントンDC～ボルティモア間
の路線計画、駅設計、概略設計等に関する技術的検
討や、コスト概算、運行計画、電力供給計画等に関す
る経済的検討を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

164
東京圏の鉄道におけるピーク時需要分散に向け
た分析等に関する調査

一般財団法人運輸総合研
究所

4010405010473
随意契約（企画競

争） 19,998,000 12月3日
ピーク時需要分散の一層の促進を図るための効果的
な対策について、シミュレーション分析等を通じた検討
を行った。

鉄道局都市鉄道政策
課
tel：03-5253-8534

165
令和2年度　地域特性に応じたMaaSの評価等に
関する実態調査

（株）クニエ 9010601030238
随意契約（企画競

争）
10,999,890 12月4日

令和元年度に続き、令和2年度で支援をした日本版
MaaS推進・支援事業において、これまでの日本版
MaaSの傾向や、今後の期待されるMaaSの役割等に
ついて分析。令和3年度の日本版MaaS推進支援事業
採択案件のフォローや令和4年度の日本版MaaS推進
支援事業に求められる役割や事業で求めるMaaSの基
礎を築いた。

総合政策局モビリティ
サービス推進課
tel:03-5253-8980

事故繰越し
案件

166
城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業（城泊・
寺泊の広報用素材制作）に関する業務

楽天（株） 9010701020592
随意契約（企画競

争） 35,000,000 12月7日
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankoch
i/shirohaku.terahaku.html

観光庁観光資源課
tel:03-5253-8111
（内線27-884）

167 中東及びアフリカにおける高速鉄道に関する調査 PwCアドバイザリー合同会社 7010001067262
随意契約（企画競

争）
19,969,400 12月8日

中東及びアフリカにおける既存の高速鉄道及び高速
鉄道計画に関する情報収集を行うとともに、本邦企業
の参画可能性及び参画する上での課題について検討
を行った。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

168
港湾分野における情報通信技術等の活用促進・
拡大に関する検討業務

港湾空港総合技術セン
ター・八千代エンジニアリン
グ・パスコ設計共同体

－ 随意契約（公募） 46,090,000  （7月6日）12月9日

港湾分野における生産性の向上を図るため、港湾施
設に係る調査・設計・施工・維持管理において情報通
信技術やCIMの導入・活用の促進・拡大に関する検討
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
施工システム・保全研
究室
tel：046-844-5019

169
インバウンド回復を見据えた宿泊滞在を通じた地
域動向調査事業

（株）JTBコミュニケーション
デザイン

2010701023536
随意契約（企画競

争） 1,798,500 12月9日

東北地方の宿泊施設に対し、現在の感染症対策の負
荷の状況等のアンケート調査を実施、優良事例に対し
ヒアリングを行い、宿泊施設の生産性向上に向けた現
状分析及び課題を整理する。

東北運輸局観光部観
光企画課
tel:022-791-7509

170
「新しい生活様式」に対応した大都市センサスの
調査手法等に関する検討業務

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057
随意契約（企画競

争）
14,927,000 12月10日

コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「新しい生活様
式」に対応した調査手法を検討するとともに、新たな課
題に対応するため、調査体系・調査手法の見直しを
行った。またビックデータ等の活用可能性についても
検討を行った。

総合政策局交通政策
課
tel：03-5253-8986
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171
官公庁船分野の国際競争力調査（官公庁船分
野の海外展開）

（一財）日本海事協会 7010005016678
随意契約（企画競

争） 6,861,872 12月11日

我が国企業の官公庁船分野における技術・価格競争
力、問題点等を把握するとともに、海外における官公
庁船建造の状況や官公庁船建造方針等を調査し、我
が国企業の官公庁船分野における国際競争力強化
のために必要な方策について提案を行った。

海事局船舶産業課海
洋開発プロジェクト係
tel：03-5253-8634

172
船舶における石綿使用状況を踏まえた石綿障害
防止のための管理の在り方に関する調査

（一財）日本船舶技術研究
協会

5010405010514
随意契約（少額随

契） 986,028 12月11日
船舶における石綿の使用状況を調査するとともに、造
船所における作業員の被ばく防止に必要な管理制度
の構築のための検討を行った。

海事局船舶産業課計
画係
tel：03-5253-8634

173
観光地域動向調査事業「岐阜県東濃地方の観
光地域動向調査」

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）名古屋

3010401011971
随意契約（企画競

争）
1,799,600 12月14日

恵那市及び中津川市の各観光施設において自動車
で来訪する旅行者の動向調査を行い、評価や課題を
把握することにより、コンテンツ造成や周辺地域との連
携等を促進する。

中部運輸局観光部観
光地域振興課
tel:052-952-8009

174
訪日ベジタリアン・ヴィーガン旅行者への情報発信
環境整備に向けた調査業務

ＰｗＣコンサルティング（同） 1010401023102
随意契約（企画競

争）
9,997,900 12月15日

自治体や民間事業者等におけるベジタリアン・ヴィーガ
ンを対象とした情報発信の現状を調査し、効果的な情
報発信手法等について実証を行った。

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

175 MICE施設の認証制度に関する調査等事業
日本コンベンションサービス
（株）

2010001033161
随意契約（企画競

争）
9,982,500 12月16日

わが国の各MICE施設における認証取得検討の一助と
すべく、衛生に関する国際的な認証制度を比較調査
し、国内4施設における取得支援を実施。

観光庁参事官(MICE担
当)
tel:03-5253-8111
（内線27-612）

176
令和２年度　GTFS-JPガイドラインの改訂に関す
る調査

（株）ヴァル研究所 1011301008928
随意契約（企画競

争）
3,795,000 12月16日

令和３年7月に改訂し、国交省HPに掲載済。停留所
や言語等の設定方法について、日本の実情に合致す
るようにガイドラインの改訂を行った。

総合政策局モビリティ
サービス推進課
tel:03-5253-8980

事故繰越し
案件

177
令和２年度訪日外国人旅行者周遊促進事業
「住民満足度調査」

株式会社サーベイリサーチ
センター

6011501006529
随意契約（企画競

争）
2,189,000 12月17日

旅行の行動ﾓﾃﾞﾙとしてBrandUSAの戦略策定に使用
されているDCATSﾓﾃﾞﾙをもとに､瀬戸内旅行潜在層
が現在どのﾌｪｰｽﾞにおり､実際に旅行に至るまでにはど
のような手段や情報が有効かを明らかにするための調
査を行う｡

中国運輸局
観光部観光企画課
tel:082-228-8701

178
「鉄道分野における我が国企業の海外展開に係
る人材育成」業務

鉄道分野における我が国企
業の海外展開に係る人材育
成業務共同提案体（日本コ
ンサルタンツ株式会社・一般
財団法人研友社）

－
随意契約（企画競

争） 28,989,186 12月18日
本邦企業の海外鉄道O&M市場参画推進に向けて、
鉄道の海外展開に必要となるスキル・人材育成等の
領域における調査を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

179
革新的生産技術の展開に向けた船舶産業におけ
るデータ連携に関する調査研究業務

アクセンチュア(株) 7010401001556
随意契約（企画競

争）
6,393,200 12月18日

本調査事業において、我が国船舶産業におけるデー
タ連携に関する現状、諸外国の船舶産業や他産業に
おけるデータ連携の取組に関する現状・事例を調査
し、データ連携の将来的展望を整理するとともに、当
該将来的展望と我が国船舶産業の現状とのギャップ
を埋め合わせる方策の検討を行った。

海事局船舶産業課生
産技術イノベーション係
tel：03-5253-8634

180
新しい生活様式における舟艇利用振興のあり方に
関する調査検討

（一社）日本マリン事業協会 3010005004281 一般競争入札 5,200,000 12月18日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、舟艇利
用振興に係る課題を整理するとともに、今後の舟艇利
用振興のあり方について取り纏めたもの

海事局船舶産業課舟
艇室企画係
tel：03-5253-8634

181 船舶における低硫黄燃料油の使用に関する調査
（国研）海上・港湾・航空技
術研究所

5012405001732 一般競争入札 3,870,309 12月18日

2020年１月の舶用燃料油の硫黄分濃度に関する規
制強化から約１年が経過することを踏まえ、国土交通
省がとりまとめた手引書（2020年Sox規制適合舶用燃
料油使用手引書）に従って規制適合油やＡ重油を使
用する船舶の課題の抽出・分析し課題に対する対応
策を検討し報告書としてまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
環境渉外室
tel:03-5253-8118

182 令和２年度　鉄道車両の外側磁界等に係る調査
独立行政法人自動車技術
総合機構

1011105001930 一般競争入札 2,316,560 12月18日
鉄道車両における外側磁界の発生傾向の検証等を
行い、今後の技術基準のあり方に資する知見を得るた
め、調査研究を行った。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

183
令和2年危険物（放射性同位元素）輸送実態調
査

（株）アーバンエコリサーチ 9040001033945 一般競争入札 1,540,000 12月18日
調査結果報告書（A4版）
70頁　10部
調査結果データ　CD-R　2枚

自動車局安全・環境基
準課
03-5253-8603

184 中南米における日中インフラ協力に係る調査業務
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）
13,980,670 12月21日

今後の日中インフラ協力の可能性を検証するため、中
国が特に関心を示している中南米のインフラプロジェク
トについて基礎情報を収集し、案件発掘に係る調査を
行った。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

185 乗合バス運転者確保調査
一般社団法人北海道開発
技術センター

2430005010809
随意契約（少額随

契）
990,000 12月22日

若年層に対して、乗合バス事業について、認識してい
ただく取組みと、さらに、乗合バスの運転手を確保する
ための採用方法として、オンラインによる会社説明の
試行的に実施し、本調査で得られた知見を基に、今
後に向けたガイドライン（案）を作成。

北海道運輸局　自動車
交通部　旅客第一課
011-290-2741

186 宿泊施設の生産性向上の推進に関する業務
公益財団法人日本生産性
本部

4011005003009
随意契約（企画競

争）
19,681,968

（12月23日）
（1月7日）
3月18日

宿泊施設の生産性向上を支援するため、マルチタスク導入
等をテーマにしたシンポジウムを実施したほか、宿泊事業者
向けに生産性向上の取組・手順をまとめたガイドラインを作
成し、労働投入量削減等を通じた生産性向上を推進した。

観光庁参事官(観光人
材政策担当）
tel:03-5253-8111
（内線27-349）

187
令和２年度　索道の技術継承の今後のあり方等
に関する調査

一般財団法人日本鋼索交
通協会

4010505002081 一般競争入札 2,959,000 12月23日
索道事業者における教育実施に係る現状と課題に関
する調査、索道施設の維持管理マニュアルの有効活
用策の検討等を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

188
ウィズコロナ時代における観光地の効果的な情報
発信に関する実証調査事業

ＰｗＣコンサルティング（同） 1010401023102
随意契約（企画競

争）
99,952,600 12月24日

ウィズコロナ下で安全・安心で魅力的なコンテンツを提
供する観光地の効果的な情報発信手法について調
査・効果検証を行った。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-921）

189
令和２年度訪日外国人旅行者周遊促進事業
「瀬戸内ブランド実態調査」

株式会社サーベイリサーチ
センター

6011501006529
随意契約（企画競

争）
2,972,750 12月24日

瀬戸内7県山陰2県の住民を対象に観光客増加に対
する住民の評価を調査する｡

中国運輸局
観光部観光企画課
tel:082-228-8701

190 船舶の自動離着桟の安全性に係る実証事業 三井E＆S造船(株) 9010001183776
随意契約（企画競

争） 29,964,271 12月25日

大型船を用いて、実岸壁に対する自動離着桟操船を
安全に行うために必要なデータや知見を得ることを目
的に実施した、自動離着桟操船機能の実証事業の結
果について取り纏めたもの。

海事局安全政策課政
策係
tel：03-5253-8631

191
造船・舶用工業分野における特定技能外国人等
の受け入れに関する調査業務

ジェイティーシー(株) 5120001064845 一般競争入札 8,756,000 12月25日

「特定技能外国人材」の受け入れに係る手続きの説
明及び優良な受入モデルを掲載した手引書を作成。
手引書を参考にすることにより、特定技能外国人材の
受け入れを希望する事業者が、受入手続きの理解を
高めることに繋がる。

海事局船舶産業課造
船施設係
tel：03-5253-8634

192
造船教育修了者の入職・定着に資する方策に関
する調査研究業務

（一社）日本造船工業会 8010405010511 一般競争入札 7,150,000 12月25日

造船専門教育修了者を造船業に入職、定着させるた
め、造船コースを設置している高校の在校生に対する
意識調査、修了した生徒の就職先の状況調査、造船
所に対する現状、ニーズ等の調査等を行うとともに、
研修カリキュラムの標準的ひな形を作成。

海事局船舶産業課造
船施設係
tel：03-5253-8634

193
ASEAN域内航行船舶における代替燃料の利用促
進に関する調査

(株)日本海洋科学 1020001077159
随意契約（企画競

争）
3,221,000 12月25日

ASEAN域内を航行する船舶に関し、船舶自体や代替
燃料に係る技術的・経済的な課題等を明らかにすると
ともに、ASEAN域内航行船舶への代替燃料の利用促
進のあり方について検討した。

海事局船舶産業課海
洋開発プロジェクト係
tel：03-5253-8634

194
バングラデシュにおけるシップ・リサイクル手法の近
代化のための調査

(株)日本海洋科学 1020001077159
随意契約（企画競

争）
2,914,000 12月25日

バングラデシュのシップ・リサイクルヤード及び環境施
設の改善により条約批准を後押しすべく、同国シップ・
リサイクル産業の実態を調査するとともに、同国におけ
る近代的リサイクル手法の提案を行った。

海事局船舶産業課海
洋開発プロジェクト係
tel：03-5253-8634

195
自動車整備士に関するＰＲポスター及びクリアファ
イルの制作、印刷及び発送業務

株式会社アカマ印刷 3250001007108
随意契約（少額随

契）
1,340,044 （１２月２５日）

１月２９日
自動車整備士に関するＰＲポスター及びクリアファイル
の制作、印刷及び発送業務

自動車局整備課
tel:03-5253-8111
内線:42414

196
港湾分野におけるICT機器等新技術の適用検討
業務

（一社）海洋調査協会 5010005018602 随意契約（公募） 79,402,400
（10月1日）
（12月25日）

3月15日

港湾分野における生産性の向上を図るため、港湾工
事に係る出来形管理や施工管理におけるICT機器等
の新技術の適応可能性について、現場検証等を通じ
て検討を行うものである。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾
施工システム・保全研
究室
tel：046-844-5019
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197

令和２年度訪日外国人旅行者受入環境整備緊
急対策事業（実証事業）
「地方鉄道とサイクリング連携による中山間地観
光二次交通形成事業」

特定非営利活動法人ＳＣＯ
Ｐ

6100005006299
随意契約（企画競

争） 7,483,410 12月28日
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/sightseei
ng/jissyojigyo.html

北陸信越運輸局観光
部観光企画課
025-285-9181

198
令和２年度　海外の鉄道事故調査官向け研修教
材開発及び研修実施に係る支援業務請負

公益社団法人日本交通計
画協会 8010005003758 一般競争入札 4,950,000 10月28日

海外の鉄道事故調査官向け人材育成に関する研修
の企画・立案のため、海外鉄道の技術基準を調査す
るとともに日本の鉄道技術基準との比較分析を行うた
めの資料等を作成したものである。

運輸安全委員会事務
局
総務課国際渉外室
Ｔｅｌ03-5367-5029

199
トラック運転手の長時間労働抑制のための調査業
務

日本ＰＭＩコンサルティング株
式会社

3010001088337
随意契約（企画競

争）
2,900,000 12月23日

業務実施報告書（A4版）
26頁　3部
調査結果データ　CD-R　2枚

九州運輸局自動車交
通部貨物課
tel:092-472-2528

200
初等中等教育における観光教育推進に関する業
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）

5,999,400 10月1日
産学官の関係者が集い、観光教育の意義、目的・方向性、
そして普及に向けた方策等を議論・検討し、今後の具体的
な施策を提言する場として協議会の開催等を行った。

観光庁参事官(観光人
材政策担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-331）

201
上質なインバウンド観光サービスを提供するガイド
育成事業

（株）ノットワールド 7010001158994
随意契約（企画競
争）

29,947,500 12月10日
上質な体験を提供できるガイドを育成するためのカリキュラ
ムの作成、ガイドとしての基礎知識に関する講座等の実施、
ハイレベルのガイドが活躍できる環境づくりの検討を実施。

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

202
歩行者空間確保に向けた社会実験に関する委託
契約

滝沢市長 6000020032166 随意契約（公募） 6,952,000
（10月1日）

3月3日

　市道第１巣子線において、歩行者空間確保の最適
な手法を検討し、歩行者及び自転車、車両交通の安
全性と走行性等の影響・効果を分析するもの。

東北地方整備局岩手
河川国道事務所調査
第二課調査係
tel.019-624-3196

203 Ｒ２公共交通支援システム検討他業務
（一財）道路新産業開発機
構

3010005003267 随意契約（公募） 30,140,000
（10月19日）

3月4日

ETC2.0高速バスロケーションシステムの検証・評価、
対象路線の拡大や持続的に運用するための改良及び
手法について検討を行うもの。

関東地方整備局東京
国道事務所計画課
tel:03-3512-9093

204
令和２年度　伊勢湾流域別下水道整備総合計画
検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（公募） 11,253,000
（10月5日）
3月10日

本業務は、伊勢湾流域別下水道整備総合計画につ
いて、現時点での目標達成状況等の評価及び次期計
画策定に向け基本事項の検討を行うものである。

中部地方整備局広域
計画課地方計画第一
係
tel:052-953-8129

205
令和２年度　焼津市高齢者等自転車利用の交通
事故対策社会実験委託

焼津市高齢者等自転車利
用の交通事故対策社会実
験協議会　会長　福與　直
己

ー
随意契約（競争性

なし） 9,500,000 10月12日

本市の道路特性である、道路に起伏が無く平坦な地
形で、中心市街地では幅員が狭小な道路において、
交通安全施設（ハンプ）を整備することにより、高齢者
等の自転車利用者に、交差点の認知を補完し、一時
停止又は走行速度抑制を促し、高齢者等による自転
車乗用中の交通事故抑制を図るものである。

中部地方整備局静岡
国道事務所計画課
tel：054-250-8904

206
令和２年度 災害時における自転車活用社会実
験委託

浜名湖サイクルツーリズム災
害連携社会実験協議会

－
随意契約（競争性

なし）
5,299,800 10月19日

南海トラフ巨大地震などに備え、自転車による情報伝
達、支援活動態勢を構築するための実験を実施し、
災害時における自転車活用運営マニュアル（案）を作
成した。

中部地方整備局道路
部計画調整課調整係
tel：052-953-8171

207
 新技術を活用したパークマネジメント手法に関す
る調査業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
随意契約（企画競

争）
8,635,000 （10月2日）

1月29日

都市公園の維持・管理・運営で適用可能と考えられる
ＡＩやＩＣＴ等の新技術について、文献調査、ヒヤリング
調査などによる総括的調査等を実施した。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ緑化生態研

 究室

208
交通結節点における環境空間の計画手法に関す
る調査業務

日本交通計画協会・トーニチ
コンサルタント設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
6,402,000 （10月2日）

1月26日

1.交通結節点における間胸腔難易関するアンケート調
査
2.交通結節点および環境空間の類型化による現状と
課題の整理
3.現地観測による環境空間の特性の詳細把握
4.環境空間の計画手法に関する改善の方向性の整
理

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 施設研究室
tel:029-864-3949

209
木造建築物の床衝撃音遮断性能に関する文献
調査業務

株式会社安藤環境コンサル
タント

7012401022375 随意契約（少額） 924,000 10月5日
木造建築物の性能を検討するため、木造建築物の床
衝撃音に関する学会等で発表されている文献を調査
し、断面仕様等と性能を整理するものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部設備

 基準研究室
tel:029-864-4356

210
 都市内におけるWi-Fiパケットセンサー等の歩行
流動把握性能確認等業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争）
14,894,000

（10月5日）
(1月29日）
（3月11日）
3月26日

都市における人の流動把握手法の高度化のため、
WI-Fiパケットセンサー等を用いた観測調査を複数箇
所で行い、データ取得精度等の検証を行う。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 施設研究室
tel:029-864-3949

211
パラメトリックモデル及び３ＤＡモデルの標準化に
関する調査業務

日本工営（株） 2010001016851
随意契約（企画競

争）
57,332,000 （10月5日）

2月8日

3次元モデルを簡便に作成するためのテンプレート案
の拡充を検討するとともに、設計図書3次元化の調査
を行うものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情

 報基盤研究室
tel:029-864-4916

212
ＸＲＡＩＮ雨量データを用いた洪水予測システムへ
の改良等業務

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 25,707,000
（10月6日）

2月5日

XR AIN雨量データを用いた河川水位予測の試算、有
効降雨をフィルタリング対象とする河川水位予測の試
算を行った。また、河川水位予測プログラムの改良を
行った。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

213
洪水危険度情報プラットフォームシステムの長時
間河川水位予測情報等の表示機能の改良業務

（一財）河川情報センター 3010005000132
随意契約（企画競

争）
24,409,000 （10月6日）

2月26日

長時間河川水位予測情報の縦断・平面表示機能の
設計、危機管理型水位計の水位情報の表示機能の
設計を行い、洪水危険度情報プラットフォームシステ
ムの改良を行った。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

214
下水道管路施設における防災・減災対策に関す
る基礎調査業務

（株）日水コン 3011101015783
一般競争入札（総

合評価方式） 6,259,000
（10月6日）
2月19日

大雨時に下水道管路施設の被災を防止する観点か
ら、過去に下水道管路施設が被災した事例の要因分
析を行うとともに、大雨による下水道管路施設の被害
リスクを低減させるための技術的課題を整理した。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

215
ETC2.0プローブ情報による冬期交通障害の検知
等に関する調査業務

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 10月8日

冬期の交通障害を検知する手法を提案するため、
ETC2.0プローブ情報の時系列変化をもとにした検知の
試行を行った。また、冬期の交通障害に備えるための
対策に関し、ETC2.0プローブ情報を用いて対策の効
果検証を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

216
ダム事業におけるリスク認識・対処事例等調査業
務

ダム技術センター・建設技術
研究所設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
19,481,000 （10月9日）

2月26日

本業務では、ダム事業の安全円滑な実地及びダムの
機能の維持に関わる多様なリスクをその要因を含め的
確に認識・共有する手法や仕組みの構築に向け、リス
ク認識・対処事例等の調査を行い、ダム事業における
リスクの分類試案を作成した。

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

217
 下水道管路の点検・調査及び修繕・改築技術の
選定に関する調査業務

NJS・日本下水道新技術機
構設計共同体

-
随意契約（企画競

争） 13,530,000
（10月12日）

2月1日

維持管理情報を起点としたマネジメントサイクルの確立
に向け、下水道管路施設における点検・調査技術及
び修繕・改築工法の選定に関する留意事項を整理す
るとともに、これらを基にケーススタディを実施し、地方
公共団体職員から意見聴取等を行った。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

218
MMSを活用した道路案内標識データの抽出精度
向上検討業務

（株）長大 5010001050435
随意契約（企画競

争）
10,230,000 (10月12日）

1月15日

各地方整備局等がMMSを用いて取得した点群及び画
像データを用いて、道路案内標識を抽出する技術の
精度を向上させ、データリストの試作を行うものであ
る。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情

 報基盤研究室
tel:029-864-4916

219
スマートシティにおける都市問題解決効果の評価
手法等に関する調査業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490
随意契約（企画競

争）
7,700,000 （10月15日）

2月2日

本業務は、地方公共団体の抱える都市問題及び問題
解決に活用可能性のある新技術の整理、並びに新技
術活用による都市問題解決効果の評価手法に関する
情報収集等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 計画研究室
tel : 029-864-4089

220
河川堤防の耐浸透性能評価に関するデータ分析
業務

応用地質（株） 2010001034531
随意契約（企画競

争）
17,435,000

（10月16日）
（2月18日）
3月19日

被災履歴、浸透対策の実地状況、出水時の最高水
位、平均動水勾配等を整理した河川堤防情報図を作
成するとともに、堤防を構成する土層の土質情報を整
理した上で堤内地盤高等を変えて浸透流解析及び堤
防脆弱性指標の算定を実地した。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川

 研究室
tel : 029-864-2758

221
 地域住民等による道路除雪活動への支援策に
関する調査業務

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057
随意契約（企画競

争）
5,203,000 10月16日

豪雪地帯の住民等による道路除雪活動に対する支援
策についての調査を行うとともに、地域の社会経済､気
象などの地域の状況と支援内容の関連性について整
理した

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ建設経済研

 究室
tel:029-864-0932
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222
道路整備効果の経済的評価手法に関する調査
業務

社会システム（株） 1013201015327
随意契約（企画競

争） 5,379,000 10月16日

英国の間接的な経済効果（広範な経済効果）の適用
状況に関する情報収集・整理、全国マクロ計量経済モ
デルによる道路整備の経済効果に関する分析、及び
英国の道路整備等の指標に関する情報収集・整理を
行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ建設経済研

 究室
tel:029-864-0932

223 事故対策データベースシステム改修業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争）
18,656,000 （10月16日）

3月15日
国土技術政策総合研究所が作成・管理する「事故対
策データベース」のシステム改修を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

224
コンクリート構造物(ボックスカルバート）の施工
データ取得等業務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911
随意契約（企画競

争） 36,003,000
（10月19日）

3月26日
コンクリート構造物（ボックスカルバート）施工を対象
に、施工データの取得及びヒアリング調査を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本システム研究室
tel：029-864-2677

225 橋の地震応答特性の感度解析業務
（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
随意契約（企画競

争） 11,308,000
（10月19日）

2月12日

本業務は、入力地震動による橋全体系の地震応答の
ばらつきを整理するものである。また、橋で観測された
加速度波形を用いて橋の地震応答特性を整理するも
のである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究

 室
tel:029-864-3245

226
積算システムの合理的な運用に関する検討等業
務

（一財）日本建設情報総合
センター

4010405010556
随意契約（企画競

争）
50,204,000

（10月19日）
2月18日
3月30日

積算システムの合理的な運用に向け、積算システム
のスリム化及びコンポーネント化の検討、積算実績
データの収集機能作成、積算単価算出における入力
条件数等の整理、施工実体把握に向けた積算実績
データの抽出・分析、工事規模別発注合計金額等に
関する基礎データの抽出、施工パッケージ型積算方
式における合意率・応札率の変動整理を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本システム研究室
tel：029-864-2677

227
高濃度細粒土砂の堆積量評価のための実験業
務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争）
27,016,000 （10月20日）

3月4日

大量の土砂堆積を伴う洪水氾濫を念頭に、急勾配の
山地部中小河川に高濃度の細粒土砂が供給された
場合の、水深スケールの土砂堆積が生じる供給土砂
条件、河道条件等を見出すために、基礎的な水理実
験を行った。

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

228
バリアフリー環境評価ツールの最適化・実用化に
向けた検証業務

（株）建築ピボット 7010001087368
随意契約（企画競

争）
7,194,000 10月21日

超高齢社会に向かう日本における住宅・建築のバリア
フリー効果の見える化手法の確立を目的に、住環境に
おける活動のしやすさについて、居住者身体活動量を
指標としたバリアフリー環境評価法を用いて、定量的
に把握する手法を検討した。

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

229
ＩＣＴ活用工事の工種及び適用技術拡大等に関す
る調査業務

（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463
随意契約（企画競

争）
32,780,000

（10月21日）
（3月22日）
（3月29日）
８月30日

民間等からの提案に基づくＩＣＴを活用した出来形管理
に関する基準類整備のための整理、ＩＣＴ活用工事の
出来形管理に関する現場検証、及びＩＣＴ活用工事に
関する基準類の修正等を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本施工高度化研究室
tel：029-864-7490

230 機械設備点群データ活用手法等検討業務 日本工営（株） 2010001016851
随意契約（企画競

争）
22,880,000

（10月21日）
（1月28日）
3月12日

点群データの利活用、点群データの３Ｄモデル化の効
果的な手法をまとめるとともに、これまでのＣＩＭ試行業
務及び工事の活用事例集の作成を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本施工高度化研究室
tel：029-864-7490

231
ＡＩ技術等を活用した橋梁損傷事例集の高度化に
向けた課題整理業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争）
19,998,000 10月23日

本業務では、AIやセンシング機器、非破壊検査技術、
モニタリング技術などの活用とそれを取り巻く基準類や
制度について諸外国と我が国で比較を行う。また、AI
技術を活用して損傷事例の検索を行う技術の利活用
に向けた技術的課題の整理を行うものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究

 部橋梁研究室
tel:029-864-4919

232 フロントサッシの耐風検討のための実験実施業務 （一財）建材試験センター 1010005018597
随意契約（企画競

争）
9,911,000 10月23日

フロントサッシの耐風検討に資する強度検討を行うた
めの試験方法として検討している接合部試験及びユ
ニット試験により、アルミ製フロントサッシの種々の接合
部仕様を反映した試験体を対象に強度実験を実施
し、フロントサッシの耐風検討の際に活用できる技術情
報を取得。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅

 生産研究室
tel:029-864-4227

233
経済分析手法を用いた高規格幹線道路整備の
地域別・産業別経済効果の調査業務

復建調査設計・システム科
学研究所設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
9,680,000 10月26日

我が国の道路整備のストック効果の把握の一環とし
て、経済分析手法（空間的応用一般均衡モデル
（SCGEモデル））を用いて、全国の高規格幹線道路整
備の経済効果について、地域別、産業別の定量的な
推計を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ建設経済研

 究室
tel:029-864-0932

234
都市機能の広域連携に係る人の移動実態把握
調査業務

（株）建設環境研究所 4013301013608
随意契約（企画競

争）
8,195,000

（10月26日）
（1月28日）
3月26日

地方都市における都市機能の広域連携施設への人
の移動実態を把握するため、人流ビッグデータを用い
た調査と広域連携施設での実測調査、アンケート調査
等を行った。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 開発研究室
tel:029-864-3953

235 緑視率調査の高度化に関する調査業務 朝日航洋（株） 7010601041419
随意契約（企画競

争）
9,955,000 10月26日

緑視率調査の高度化に関する検討資料を取得するた
めに、自動車の車載カメラ等を利用した緑視率調査を
実施し、従来の手法との比較を行った。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 開発研究室
tel:029-864-3953

236 自動運行補助施設（路面施設）に係る調査業務
道路新産業開発機構・パシ
フィックコンサルタンツ設計共
同体

-
随意契約（企画競

争）
9,988,000

（10月26日）
（3月16日）
3月23日

自動運行補助施設のうち、電磁誘導線や磁気マーカ
などの道路上又は道路の路面下に設置する施設につ
いての技術基準の検討に必要となる磁気マーカの設
置間隔に関する実験・分析及び既設の路面施設の設
置形態に関する調査を行った。

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

237
レーザ計測を用いた高精度な土砂収支図作成に
向けた分析業務

国際航業（株） 9010001008669
随意契約（企画競

争）
11,396,000 （11月2日）

2月19日

豪雨時における崩壊現象による土砂生産・流出量、
侵食現象による土砂生産・流出量を分別して把握す
ることにより、高精度な土砂収支図作成のための検討
を行った。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 砂防研究室
tel:029-864-4372

238 気液二相流解析モデルの高度化業務
パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 7,425,000

（11月2日）
（1月29日）
（3月23日）
3月25日

被圧地下水に対する空気の溶解および析出する現象
を反映した気液二相流モデルを構築し、この計算プロ
グラムを作成した。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 土砂災害研究室
tel:029-864-2213

239
気候変動を考慮した海浜変形計算手法に関する
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）
22,429,000 （11月2日）

3月9日

気候変動による波浪条件の変化に関する整理、平衡
断面形状の考え方を踏まえた海浜変形モデルの作
成、海面水位の上昇等が漂砂制御施設に与える影響
の整理等を行った。

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

240 吸水材の下水中離水状況調査業務 新日本環境調査㈱ 3010901005481 随意契約（少額） 627,000 11月2日
離水処理した紙オムツの高吸水性ポリマー(SAP)につ
いて、下水や汚泥に浸漬させた場合の離水状況の変
化を調べた。

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

241
道の駅赤来高原周辺における路面横断形状調査
業務（事後）

東亜道路工業株式会社 7010401020201 随意契約（少額） 627,000 11月4日

自動運転車の運行を補助する施設施工による舗装へ
の影響を把握するため、道の駅赤来高原周辺におい
て路面横断形状を計測し、わだち掘れ等の状況を調
査するもの。

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

242
道路空間再配分時の自転車通行空間の整備に
関する調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 28,248,000
（11月5日）
（2月26日）
3月25日

道路空間再配分を実施した場合の周辺路線への影
響評価方法の検討、道路空間再配分による自転車通
行帯と停車帯（停車ます）の整備費用の調査、自転車
通行空間の利用状況調査、海外の自転車の通行空
間に関する調査を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

243
管路施設内の夾雑物挙動に関する水理模型実
験業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
一般競争入札（総

合評価方式）
20,658,000

（11月6日）
（1月21日）

3月1日

繊維状夾雑物が下水道管路に流入した際の挙動を
確認するため、水理模型実験に行い、夾雑物の掃流
状況を確認した。

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

244
震災復旧した道路橋等の復旧工事に関する資料
整理業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
一般競争入札（総

合評価方式）
6,710,000 11月6日

熊本地震で被災した道路橋の復旧内容のアーカイブ
化，及び施工管理記録の維持管理段階での活用方
法に関する検討において，必要な基礎資料を得るた
め，道路橋３橋の復旧工事に関する資料整理，及び
震災復旧した鋼板桁橋１橋の３次元モデルの作成を
行う業務

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ熊本地震復

 旧対策研究室
tel:0967-67-2039

245
小屋組の耐風仕様の整備・普及のための調査業
務

（財）日本住宅・木材技術セ
ンター試験研究所

5010605002253 随意契約（少額） 935,000 11月9日

木造小屋組に係る建築構造基準の整備・普及に資す
るものとして、小屋組の耐風仕様に関する技術情報を
調査するとともに、当該仕様のディテールを反映した
図版を作成するものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部構造

 基準研究室
tel : 029-864-4307



【会計名：（組織）国土交通省　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

成果物概要 部局等名 備考

令和2年度 委託調査費に関する契約状況（10月～12月）

246
小屋組接合部の許容耐力データに関する調査業
務

（財）日本住宅・木材技術セ
ンター試験研究所

5010605002253 随意契約（少額） 957,000 11月9日

令和元年度補正予算課題「建築物の外装材及び屋
根の耐風性能向上に資する調査研究」における耐風
性に配慮した木造屋根の小屋組仕様のとりまとめに資
するため、各接合部での既往の許容耐力データを調
査・収集するものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部構造

 基準研究室
tel : 029-864-4307

247
都市における緑農環境保全・活用の計画・実現
手法に関する調査業務

（株）プレック研究所 5010001081785
随意契約（企画競

争）
6,952,000 11月10日

緑農環境の多様な機能及びその機能を発揮させるた
めの条件（制度、施設、人材等）等について整理した
上で、これらの情報を発信できる事例集の構成を検討
し、素案を作成した。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ緑化生態研

 究室

248 ETC2.0の課題解決方法に関する検討業務
道路新産業開発機構・建設
技術研究所設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
40,117,000 （11月10日）

3月9日

「ETC2.0車載器」の機能に起因するETC2.0の課題に
ついて、その解決手法を検討し、将来のETC車載器に
実装する機能の要件をまとめるもの。

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

249
改正建築基準法に基づく延焼防止建築物の構造
方法に係る検討補助業務

アイエヌジー（株） 5010001080226 随意契約（少額） 489,500 11月12日

延焼防止性能検証法を利用したケーススタディの実
施を通して、改正建築基準法に基づく延焼防止建築
物に適合する構造方法の仕様の検討を補助するもの
である。

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

250
技能労働者の人材育成・労働条件等の実態調査
業務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911
随意契約（企画競

争）
9,900,000

（11月16日）
（2月19日）
（3月25日）
（5月14日）
９月１３日

技能労働者の主要3工種（鉄筋工、型枠工、足場工）
について、職業訓練制度、入職後の技能教育、労働
条件の実態を調査するとともに、労働生産性の向上に
向けた技能労働者の意見等を収集・整理した

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本システム研究室
tel：029-864-2677

251
多様なニーズに対応した道路空間の実現に向け
た調査検討業務

公共計画研究所・パシフィッ
クコンサルタンツ設計共同体

-
随意契約（企画競

争） 17,930,000
（11月19日）

3月12日

新型コロナウイルス感染症に対応した道路空間の利活
用に関する実態把握、道路空間と民間所有地の一体
的利活用に関する調査、バイパス整備等に伴う現道
等の再構築に関する調査及び道路空間における賑わ
いの把握に資する指標に関する調査等を行った

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

252
欧州等における入札契約実施状況に関する概略
調査業務

一般社団法人　国際建設技
術協会

3010005018587 随意契約（少額） 984,500 11月20日
海外の入札契約の実施状況に関する文献の収集・整
理を行ったものである。

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

253
コロナ禍を踏まえた道路関連説明会等のオンライ
ン化検討業務

復建調査設計㈱ 4240001010433 随意契約（少額） 913,000 11月26日

コロナ禍を踏まえた道路関連説明会の在り方を検討す
るにあたり、コロナ禍での災害対応等の学習活動の変
容に関する事例調査、道路関連説明会等のオンライ
ン化の検討を行った。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究

 室
tel:029-864-3245

254
 国土交通データプラットフォームを活用した情報
発信方法の検討業務

中央開発・中電技術コンサ
ルタント設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
19,910,000 11月26日

既に発信されている都道府県レベルのハザードマップ
の公開情報を整理したうえで，国土交通データPFを用
いて情報発信を行う際に必要な情報提供項目の確認
を行い，それらをとりまとめた国土交通データPFでの解
析結果を公表する際に必要な情報発信資料の整理
を行うことである。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情

 報基盤研究室
tel:029-864-4916

255 ダム貯水池水質グラフ作成システムの構築業務 （株）日水コン 3011101015783
随意契約（企画競

争） 7,480,000
（11月27日）
（3月12日）
3月26日

全国の国土交通省・水資源機構管理のダム貯水池の
水質データを対象に、既存のデータベースを活用した
グラフ作成システムを構築した。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

256
ダム貯水池の水質対策に関する資料収集・整理
等業務

水源地環境センター・パシ
フィックコンサルタンツ設計共
同体

-
随意契約（企画競

争）
8,965,000 11月27日

ダムの曝気式循環施設及び水質シミュレーションに関
するマニュアル策定に向けて、検討事例の収集整理
及び技術資料案への意見聴取等を行った。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

257
工事におけるＩＣＴを活用した出来高算出の高度
化に関する調査業務

（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463
随意契約（企画競

争）
7,172,000 （11月27日）

2月18日

施工プロセス管理技術の動向に関する整理を行うとと
もに、工事における出来高部分払の支障となる要因の
整理を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本施工高度化研究室
tel：029-864-7490

258
下水道における大腸菌数等の測定方法に関する
調査業務

中外テクノス（株） 5240001006942
一般競争入札（総

合評価方式）
12,463,000 (11月30日）

2月22日

下水処理場から採取した試料を用いて、大腸菌群数
及び大腸菌数の測定を行った。また、複数の分析機
関間における測定法の精度等について確認を行った。

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

259
河道掘削後の砂州の挙動に関する数値実験業
務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 18,722,000
（12月1日）
（2月22日）
3月26日

掘削形状の設計法を検討するための知見を得ること
を目的に、河道掘削後の再堆積速度に影響を与える
砂州の挙動、とりわけ砂州の中でも夏季の水位より高く
植生が形成される部分の消長について、平面二次元
河床変動解析による数値実験を行った。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川

 研究室
tel : 029-864-2758

260
気候変動を踏まえた蒸発散量・降雪水量の整理
及び水循環解析等業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争）
36,377,000

（12月4日）
（3月19日）
12月10日

本業務は、気候モデルの出力を用いて、全国を対象
に蒸発散量・降雪水量を整理するとともに、ケーススタ
ディ流域を対象に水循環解析モデル及びタンク型モデ
ルを設定・解析等を行った。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

261
プローブデータを活用した事故危険箇所の抽出方
法に関する調査業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 8,965,000
（12月7日）
（2月26日）
3月25日

ETC2.0プローブデータの急減速データから危険事象
を効率的に判定する手法について検討することを目的
とし、ドライブレコーダーより得られた計測データから危
険事象を精度よく判定する指標について検討した。ま
た、歩行者プローブデータの効率的な活用を目的とし
て、歩行者の移動経路の把握に適したプローブデータ
の計測間隔に関する検討を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

262
屋根ふき材の耐風性能向上に資する工法事例の
調査補助業務

（一社）日本金属屋根協会 3010005003721 随意契約（少額） 693,000 12月7日

令和元年度補正予算課題「建築物の外装材及び屋
根の耐風性能向上に資する調査研究」において、屋
根ふき材のうち鋼板製屋根を対象にした耐風性能向
上に資する改修・補強工法の事例を収集するものであ
る。

国土技術政策総合研
究所建築研究部構造

 基準研究室
tel : 029-864-4307

263 フロントサッシの施工事例に関する調査業務
一般社団法人日本サッシ協
会

9010405010452 随意契約（少額） 390,500 12月7日

強風による建築物の被害低減に向けてフロントサッシ
の耐風設計に資する技術資料の整備に向けて、フロン
トサッシの施工事例に関してサッシ及び支持部材の詳
細や施工状況について技術情報を取得。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅

 生産研究室
tel:029-864-4227

264
ＣＬＴ耐震壁を用いた混構造建築物の構造検討
業務

（有）山辺構造設計事務所 7013302010403 随意契約（少額） 990,000 12月8日
CLT耐震壁を用いた混構造建築物について、既存の
試設計を元に設計条件等の一部の変更をし、構造検
討を行うものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部評価シ
ステム研究室
tel : 029-864-4396

265 基礎杭の施工品質の確保に関する検討業務
一般社団法人建築基礎・地
盤技術高度化推進協議会

3010005031672 随意契約（少額） 396,000 12月8日

「建築物と地盤に係る構造規定の合理化による都市
の再生・強靭化に資する技術開発」において、基礎杭
の支持性能に係る施工の品質を確保するために必要
な項目や手法に関する資料とするため、基礎杭（既製
杭）の先端部分に設けられる根固め部分より採取され
た資料の成分分析を行うものである。

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

266
社会インフラ用ロボット情報一元化システムの試
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（少額） 998,800 12月10日

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
ント研究センター社会資

 本施工高度化研究室
tel：029-864-7490

267
コンクリート構造物（橋台・橋脚）の施工条件及び
施工状況の把握等業務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911
随意契約（企画競

争）
57,453,000

（12月11日）
（3月8日）
（3月26日）
（5月14日）
（7月1日）
９月２９日

本業務は、近畿地方整備局が実施する工事にて、コ
ンクリート躯体施工の生産性向上の研究に必要な工
事現場での生産量及び労働量に関するデータ取得及
び対象工事の施工条件等把握のためのヒアリング調
査を実施した。

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

268
コンクリート構造物（橋脚）の施工条件及び施工状
況の把握等業務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911
随意契約（企画競

争） 28,490,000
（12月11日）

3月12日
コンクリート構造物（橋脚）の施工条件及び施工状況
調査結果

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本システム研究室
tel：029-864-2677
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269
既存杭の撤去・新設による建築物の上部構造へ
の影響に関する解析業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406
随意契約（企画競

争） 8,030,000 12月11日

既存建築物及びその杭の撤去後に新築される建築物
を対象として、既存杭の撤去・新設に伴う地盤のゆる
み等が新築建築物の上部構造の応力や地震応答に
与える影響を数値解析により検討するものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部評価シ
ステム研究室
tel : 029-864-4396

270
既存杭の処理に伴う地盤の影響評価のための載
荷実験業務

既存杭の処理に伴う地盤の
影響評価のための載荷実験
業務地盤試験所・三谷セキ
サン設計共同体

-
随意契約（企画競

争）
34,859,000 12月14日

既存杭の撤去後の敷地地盤の性能評価法の開発に
資するため、既存杭を撤去して埋め戻した後に新規杭
を施工した場合及び既存杭を存置した場合における
当該地盤の水平地盤反力係数その他のデータ収集を
目的として、特定の敷地での杭の載荷実験を行うもの
である。

国土技術政策総合研
究所建築研究部構造

 基準研究室
tel : 029-864-4307

271
施工パッケージ型積算方式の標準単価の改定方
法の検討に要する基礎資料整理等業務

（一財）日本建設情報総合
センター

4010405010556
随意契約（企画競

争）
105,556,000

（12月14日）
（2月18日）
（3月30日）
5月17日

積算方法や積算システムの更なる合理的な運用に向
けて、施工パッケージ型積算方式の標準単価の改定
方法の検討に要する基礎資料整理及び施工実態の
把握に要する情報収集機能の作成を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本システム研究室
tel：029-864-2677

272 下水試料の前処理及び水質分析業務 新日本環境調査㈱ 3010901005481 随意契約（少額） 440,000 12月14日
下水中の微生物叢が有機物除去に及ぼす影響を評
価するため、下水処理場から採取した水試料の前処
理及び水質分析を行った。

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

273
維持管理で活用する既存構造物の３次元モデル
作成方法の整理業務

（株）日本インシーク 7120001040927
随意契約（企画競

争）
38,500,000

（12月16日）
（2月26日）
（3月11日）
（5月27日）
（９月13日）
11月30日

構造物の維持管理での３次元データの活用を目指し
て、点検結果を紐づけるための３次元モデルを安価か
つ簡易に作成する方法を比較・試行し、適用範囲や３
次元モデルの作成時の課題を整理した。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情

 報基盤研究室
tel:029-864-4916

274 消毒副生成物分析業務 いであ（株） 7010901005494 随意契約（少額） 968,000 12月17日

災害復旧段階の下水処理場では通常よりも多量の消
毒用塩素を投入する場合があり、そのような状況下で
生成する消毒副生成物の把握を目的として、資料の
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

275
令和2年度　一般国道における自動車走行騒音
パワーレベル調査業務

（株）福山コンサルタント 5290001016276
随意契約（企画競

争） 7,700,000
（12月17日）

3月11日

一般道路の排水性舗装におけるパワーレベルの測定
に適した箇所を選定し、車種別にパワーレベルを測定
するとともに、測定結果を分析し整理した

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

276
無電柱化事業における集中的な施工の実施に関
する調査整理業務

公共計画研究所・建設環境
研究所設計共同体

-
随意契約（企画競

争） 5,571,500
（12月21日）
（3月9日）
3月25日

電線類地中化の工事期間短縮を目的とし、現在、道
路管理者や電線管理者（電力事業者、通信事業者
等）が別々に実施している工事を集中的に施工するた
めに必要な調整事項をアンケート調査により把握し、
集中的な施工の実施に向けた課題等を整理した

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路環境研究室
tel:029-864-2606

277
無電柱化事業における低コスト手法の普及に関す
る資料整理業務

日本みち研究所・パスコ設計
共同体

-
随意契約（企画競

争）
1,032,350 （12月21日）

3月12日

電線類地中化工事の低コスト化に向けた検討として、
低コスト部材の導入に必要な技術的根拠の整理、埋
設物の位置情報取得に関する検証、および浅層埋設
時の損傷防止に関する資料の整理等を行った

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

278
下水道管路管理の新技術の普及における課題等
調査業務

公益財団法人　日本下水道
新技術機構

4011105003503 随意契約（少額） 979,000 12月21日

過去B-DASH プロジェクトにおいてガイドラインが策定さ
れた管路管理に関する技術について、メーカー及び導
入事例を有する地方公共団体へのフォローアップ調
査を通じ、導入における課題や効果等を整理し、当該
技術の更なる普及を図るうえで必要となる基礎的な知
見を整理した。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

279 し渣中のスポンジ分別・分析業務 新日本環境調査㈱ 3010901005481 随意契約（少額） 792,000 12月23日
下水処理場に流入したスポンジについて、物性（比
重、寸法）を調べた

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

280
UAV写真測量作業の効率化及び精度向上に関
する調査検討業務

アジア航測（株） 6011101000700
一般競争入札（総

合評価方式） 8,030,000 10月1日

UAVを用いた測量作業の効率化に資するため、RTK
測位を用いたUAV写真測量及び斜め写真を用いた
UAV写真測量について、標定点測量の省力化による
作業の効率化及び精度に関する検証作業を実施する
とともに、同技術を利用した場合の測量作業の工程案
を作成する。

国土地理院企画部
測量指導課
専門職
tel:029-864-6527

281
ベトナム国における電子基準点網の利活用に関
する調査業務（令和2年度）

（株）パスコ 5013201004656
随意契約（企画競

争）
7,920,000 (10月15日)

3月11日

ベトナム国における電子基準点網の利活用に向けた
協力案件形成のための調査を行い、案件分野に関す
る国際会議（二国間）を実施し、報告書にまとめるもの
である。

国土地理院企画部
国際課
研究交流係
tel:029-864-4672

282 国土地理院の政策レビューに関する調査業務
株式会社マーケティング・コ
ミュニケーションズ

1120001089598 一般競争入札 1,305,700 12月1日
本業務は、国土地理院の政策レビューに関する意見
を調査し、国土地理院の政策を評価するための基礎
資料とするものである。

国土地理院総務部政
策課政策係
tel029-864-6456

283
主要国における地理空間情報の整備利用状況調
査業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 5,060,000 12月11日
主要国を対象に、地図情報の整備・提供・利活用等
に関する最近の状況について情報収集し、その結果を
取りまとめる。

国土地理院企画部
地理空間情報企画室
専門職
tel：029-864-6007

284
「航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル
（案）」改正に関する調査検討業務

（公社）日本測量協会 1010005004291
一般競争入札（総

合評価方式）
5,408,700

（12月24日）
（3月26日）
3月31日

国土地理院が平成31年3月に作成した「航空レーザ
測深機を用いた公共測量マニュアル（案）」（以下、「マ
ニュアル（案）」という。）について、公共測量における
運用の実態を調査するとともに、マニュアル（案）作成
から現在までに蓄積された知見や課題等を踏まえ、マ
ニュアル（案）の改正案を作成する。

国土地理院企画部
測量指導課
専門職
tel:029-864-6527

6,413,349,119合　計


