
【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
（当初）

契約締結日
（変更）

調査概要 成果物 部局等名 備考

1
令和4年度 次世代防災通信
基盤の構築に関する調査検討
業務

日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（企画競争） 21,989,000 令和4年6月17日 ー
近年の自然災害の広域化、甚大化や通信量の増大等を踏まえ、
次世代防災通信基盤の構築に係る調査検討を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8223

2
令和４年度　建設現場の監督・
検査に関わる作業の効率化・
省力化に係る検討ぎ業務

（一財）日本建設情報総合センター 4010405010556 随意契約（企画競争） 14,740,000 令和4年6月9日 ー

受注者が保有する施工・品質管理に係るデジタルデータを監督・検
査等の場面で活用することや、一連の作業の効率化・省力化を実
現するための建設現場における各種システム等のデータ連携の方
策について検討を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

3
令和４年度　コンクリート工の省
力化・効率化に係る検討業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 22,044,000 令和4年5月30日 ー

コンクリート工における、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、別事業毎の個別最適から、
事業全体における最適化に向け、規格の標準化のあり方について
検討を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

4

令和４年度　ICTプラットフォー
ムを活用した監督・検査に関わ
る作業の省力化・高度化に関
する検討業務

（一財）日本建設情報総合センター 4010405010556 随意契約（企画競争） 31,856,000 令和4年7月26日 ー
ICTプラットフォームの試行に向けて、出来形・品質情報、図面情
報、写真管理の省力化と高度化ならびに、書類決裁の改善に関す
る検討を踏まえ、機能要件の決定を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

5
令和４年度　建設現場の監督・
検査業務の効率性向上等に関
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） 8,965,000 令和4年8月1日 ー

発注者が、平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促
進の促進に関する法律（品確法）」に基づききめ細かな監督・検査
業務を行うための検討を行う。
また、担い手の確保の観点から、「やりがい検討委員会」における提
言を踏まえた地方整備局において展開可能な施策の検討を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

6
令和4年度電気通信施設の効
率的な維持管理・アセットマネ
ジメント手法の調査検討業務

（一社）建設電気技術協会 7010405010594 随意契約（企画競争) 11,990,000 令和4年6月20日 ー
国土交通省電気通信施設のより効率的な維持管理・アセットマネ
ジメントに資するため、必要なデータの統合管理手法について調査
検討を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8223

7
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） 957,000 令和4年4月25日 ー
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・検討を行うものである。

国土交通データプラットフォームの利
用実証ポータルについてのヒアリング
を実施し、結果の整理および今後の
利活用促進に向けた方策について
取りまとめた。

大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

8
令和４年度　インフラ分野のＤＸ
に関するアドバイザリー業務

国際航業・日本電気・NEC ネッツエスアイ共同
提案体

ー 随意契約（企画競争） 59,950,000 令和4年6月8日 ー
インフラDX推進に向け、国土交通省に関連した各種システムの連
携について効率的な運用を実現するための課題整理・全体マネジ
メント等を行うとともに技術的助言等を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

9
令和４年度　建設現場の生産
性向上等における各種課題に
関する調査・広報業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 20,900,000 令和4年6月29日 ー
i-Construction・インフラ分野のDXの取組拡大のため。情報収集、
整理、推進戦略検討や広報等を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

10
令和4年度 地質・地盤リスクマ
ネジメントの技術的手法の確立
に向けた

応用地質株式会社 2010001034531 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年7月20日

地質・地盤リスクマネジメントの導入および運用に関する現状と課題
について整理する。また、今後、土木事業において地質・地盤リスク
マネジメントをさらに導入・運用するための方策 （具体的手順のイ
メージを含む）を検討する。

令和5年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8125

11
令和４年度 公共工事における
発注関係事務の改善に関する
方策検討業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 35,024,000 令和4年6月23日

公共工事における発注関係事務の改善に向け、企業評価等のあり
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、施工時期の平準化や週休2日の推進に関する検討、適切な
工期設定及び積算基準に関する検討等を行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8220

12
令和４年度　技術者資格登録
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) 17,985,000 令和4年5月23日

公共工事に関する調査・設計等の品質確保を目的として、「公共工
事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録
規程（平成26年国土交通省告示第1108号）に基づく申請書類の
審査支援を行うとともに、技術者資格制度等の評価・活用に関する
検討を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

13
令和４年度３次元モデルの情
報利活用推進のための調査検
討業務

（一財）日本建設総合情報センター 4010405010556 随意契約（企画競争) 11,968,000 令和4年4月1日

土木事業において3 次元モデルを利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・高度化を目指し、BIM/CIM（Building/ Construction
Information Modeling, Management）の更なる推進するための解決
すべき課題の整理と対応に関わる調査検討等を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

14
令和４年度BIM/CIMを活用した
生産性向上のための国際標準
対応等に関する調査検討業務

令和４年度BIM/CIMを活用した生産性向上の
ための国際標準対応等に関する調査検討業
務日本建設情報総合センター・建設技術研究
所・buildingSMARTJapan共同提案体

ー 随意契約（企画競争) 69,982,000 令和4年7月7日

BIM/CIM を活用した建設プロセスの生産性向上を推進するため、
国内のシームレスなデータ交換のためのソフトウェア機能要件を整
理するとともに、海外のBIM 適用状況について調査し、調査結果を
踏まえて国内の基準類に反映すべき事項について検討を行う。ま
た、現場不一致等に起因する施工段階におけるトラブルについての
調査・分析により、プロセス間の円滑な情報共有の実現に向けた検
討等を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

15
令和4年度　公共工事における
環境物品等の調達に関する検
討業務

（一財）先端建設技術センター 1010005002873 随意契約（企画競争) 8,910,000 令和4年6月24日
土木分野の提案品目に関する整理及び評価結果一覧表の作成、
調達実績に関する集計作業等を行うとともに、特定調達品目の更
なる拡大に向けた方策を検討等するものである。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

16

令和４年度　データ活用による
施工の労働生産性の向上及び
品質管理の高度化等に関する
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） 26,994,000 令和4年7月26日 ー

建設現場の生産性の向上及び品質管理の高度化等を図るため、
試行工事において活用された５G通信、IoT、AIを始めとする革新的
技術の現場への導入や活用を促進させるための方策の検討や効
果検証等を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8221

17
令和４年度　国土交通分野に
おける技術開発政策に関する

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） 12,122,000 令和4年5月23日 ー

新たな国土交通省技術基本計画を踏まえ、計画推進のための具
体的方策について検討を行うとともに、関係する分野における各種
技術開発政策等に関する調査を行う。

令和5年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8125

18
令和４年度　新技術活用促進

に関する調査検討業務
（一財）先端建設技術センター 1010005002873 随意契約（企画競争） 20,207,000 令和4年8月5日 ー

新技術活用システムにおける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。あわせて、関連会議の資料の作成支援を行う。

令和5年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8125

19
令和４年度　国土交通省にお
けるデータ連携基盤の構築に
関する調査・検討業務

（一社）社会基盤情報流通推進協議会 7020005011554 随意契約（企画競争） 69,905,000 令和4年7月19日 ー
国土交通省が保有するデータと民間等のデータの横断的活用に資
するデータ連携基盤となるデータプラットフォームを整備するため、
調査・検討・進捗管理等を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

20
令和４年度　プラットフォーム運
営コンセプト等の検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 40,700,000 令和4年7月20日 令和4年12月22日
国土交通データプラットフォームの持続可能な運営に向けて、その
体制及びプラットフォームが有すべき機能の方向性等の検討を行
う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

21
令和４年度　交通機関共通の
将来交通需要推計手法検討
等業務

令和４年度交通機関共通の将来交通需要推
計手法検討等業務計量計画研究所・三菱総
合研究所共同提案体

ー 随意契約（企画競争） 19,954,000 令和4年7月20日 ー
事業評価の前提となっている将来交通需要推計について信頼性、
透明性を確保するため、近年の社会情勢の変化を踏まえつつ、今
後の将来交通需要推計の方向性等に向けた検討を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8219

22

令和４年度　ICTプラットフォー
ムを活用した監督・検査に関わ
る作業の省力化・高度化に関
する検討業務

（一財）日本建設情報総合センター 4010405010556 随意契約（企画競争） 31,856,000 令和4年7月26日 ー
ICTプラットフォームの試行に向けて、出来形・品質情報、図面情
報、写真管理の省力化と高度化ならびに、書類決裁の改善に関す
る検討を踏まえ、機能要件の改定を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-811１

23
令和４年度　建設現場の監督・
検査業務の効率性向上等に関
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） 8,965,000 令和4年8月1日 ー

発注者が、平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促
進の促進に関する法律（品確法）」に基づききめ細かな監督・検査
業務を行うための検討を行う。
また、担い手の確保の観点から、「やりがい検討委員会」における提
言を踏まえた地方整備局において展開可能な施策の検討を行う。

令和５年４月公表予定 大臣官房技術調査課
tel：03-5253-811１

24
令和４年度　国土交通省職員Ｉ
Ｔリテラシー向上に向けたアドバ

イザリー業務
株式会社ディジタルグロースアカデミア 1010401158336 随意契約（企画競争） 19,371,000 令和4年7月22日 ー

急速に発展するIT 技術に対し、国土交通省職員のリテラシーを向
上させるとともに、国土交通政策の立案や実務改善に繋げることの
できる人材を育成する。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-811１

25
令和４年度　入札契約情報集

計システム検討業務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 7010401052137 随意契約（企画競争） 29,843,000 令和4年8月1日 ー

発注者による入札契約方式の検討等の効率化のため、公共工事・
業務の予算執行状況や発注・契約情報等について、既存のシステ
ムと連携することで各システムが所持しているデータを取り込み、集
計するシステムの基本設計及び構築を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-811１

26
令和４年度　建設現場のカーボ
ンニュートラル化の推進に関す
る検討及び計画案作成業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 27,260,000 令和4年12月7日 ー
インフラ分野自体の持続可能性を目的として、建設現場のカーボン
ニュートラル化の推進に関する基礎的調査及び検討、計画案の作
成に向けた検討・提案等を行うものである。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel:03-5253-8125

27
令和4年度 電気通信施設カー
ボンニュートラル化検討業務

（一社）建設電気技術協会 7010405010594 随意契約（企画競争) 19,998,000 令和4年11月21日 ー
カーボンニュートラルの取組み状況及び実例等を調査整理し、イン
フラ管理用の電気通信設備に対する発電・蓄電デバイス等の調査
及び環境、稼働条件等の検討を行う。

令和５年４月公表予定
大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8223

28
令和４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）
11,880,000 令和4年6月9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ことを目的とする。

令和５年４月公表予定
官庁営繕部計画課保全指導室
tel：03-5253-8111
（内線　23-322）

令和4年度 委託調査費に関する契約状況
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令和4年度 委託調査費に関する契約状況

29
令和４年度建築保全業務共通
仕様書等の改定に関する調査
検討業務

一般財団法人建築保全センター 4010005018719 随意契約（公募） 19,580,000 令和4年7月15日

建築保全業務共通仕様書、建築保全業務積算基準及び建築保
全業務積算要領について改定のために必要な情報の調査及び検
討を行い、改定に係る技術資料のとりまとめを行うことを目的とす
る。

令和５年４月公表予定
官庁営繕部計画課保全指導室
tel：03-5253-8111
（内線　23-322）

30
令和４年度官庁営繕事業にお
ける一貫したＢＩＭ活用に関する
調査検討業務

一般財団法人建築保全センター 4010005018719 随意契約（公募） 16,390,000 令和4年7月26日

官庁営繕事業においてＢＩＭモデルを活用することにより、事業の円
滑かつ効率的な実施、品質の確保及び生産性の向上を実現する
ため、試行・先行事例の調査、課題整理と対応方法の検討を行
い、有識者の意見を聴取するなどにより検証・確認し、官庁営繕事
業への導入に関する技術資料のとりまとめを行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部計画課営繕積算企
画調整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-243）

31

令和４年度官庁営繕工事にお
けるデジタル技術を活用した監
督・検査の合理化に関する調
査検討業務

株式会社ファインコラボレート研究所 4010401039038 随意契約（公募） 9,570,000 令和4年7月27日

デジタル技術を活用した建築分野における多様な施工合理化技術
の情報収集、整理を行い、その有効性について有識者等の意見を
聴取するなどにより検証・確認し、官庁営繕工事における監督・検
査への導入に関する技術資料のとりまとめを行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部整備課建築技術調
整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-414）

32

令和４年度官庁施設における
混構造を用いた木造化の整備
手法等に関する調査検討及び
基準等基礎資料作成業務

株式会社ファインコラボレート研究所 4010401039038 随意契約（公募） 41,965,000 令和4年7月27日
官庁施設において合理的なコストでより多くの木材利用を図り、か
つ、公共発注においても活用しやすい木造化・木質化の整備手法
の検討等を行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部整備課木材利用推
進室
tel：03-5253-8111
（内線　23-663）

33
令和４年度公共建築工事等に
おける歩掛りに関する実態調査
及び解析資料作成業務

一般財団法人建設物価調査会 6010005018675 随意契約（公募） 16,544,000 令和4年7月28日

現場実態を踏まえた適正な予定価格の設定に向け、公共建築工
事等の現場における材料、労務、機械器具等の歩掛り（単位施工
量当たり又は日当たりの材料数量、労務工数、機械運転時間等の
所要量）について、実態把握のための調査を行い、歩掛り作成に係
る技術資料のとりまとめを行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部計画課営繕積算企
画調整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-243）

34
令和４年度官庁施設におけるＡ
Ｉ等を活用した設備設計の品質
確保に関する検討業務

株式会社構造計画研究所 7011201001655 随意契約（公募） 24,750,000 令和4年8月8日

官庁施設の設備設計において、設計品質の確保と業務の効率化
を図ることを目的として、ＡＩ等の技術を活用するため、有効と考えら
れるＡＩ等ツールの詳細検討及び業務利用を想定した実現可能性
の効果検証を行い、官庁営繕事業における今後のＡＩ等導入に向
けた技術資料のとりまとめを行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定
官庁営繕部設備・環境課
tel：03-5253-8111
（内線　23-722）

35
令和４年度建築構造関係の仕
様等に関する基礎資料作成業
務

デロイトトーマツＰＲＳ株式会社 6010001116094
一般競争入札（総合評価方

式）
10,373,000 令和4年8月9日

公共建築工事標準仕様書等に規定されている建築構造に係る材
料、工法等の仕様について、最新の技術の動向や現場の実態等を
調査し、建築構造関係の仕様に関する基礎資料の作成を行うこと
を目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部整備課建築技術調
整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-453）

36

令和４年度官庁施設におけるＺ
ＥＢの実現に向けた省エネ技術
の導入等に関する調査検討業
務

備前グリーンエネルギー株式会社 3260001021891 随意契約（公募） 10,439,000 令和4年9月5日

民間及び自治体で行っているＺＥＢの先進事例や採用されている
省エネ技術を調査するとともに、ＺＥＢ達成に有効な省エネ技術の
効果の分析や導入における課題とその対策の整理を行うことによ
り、官庁施設への効果的な導入手法の検討を行い、官庁施設にお
けるＺＥＢの実現に有用な技術資料の作成を行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

官庁営繕部設備・環境課営繕環
境対策室
tel：03-5253-8111
（内線　23-822）

37
令和４年度建築保全業務結果
の活用状況に関する調査検討
業務

一般財団法人建築保全センター 4010005018719 随意契約（公募） 11,550,000 令和4年11月22日

官庁施設の施設管理者による、法令等に基づく建築物等の定期点
検（以下、「法定点検」という。）による指摘事項への適切な措置の
計画・実施の状況について、保全実態調査結果の分析による実態
把握や、適切な措置の実施事例の調査を行い、法定点検の結果
の活用促進に向けた今後の検討課題をとりまとめることを目的とす
る。

令和５年４月公表予定
官庁営繕部計画課保全指導室
tel：03-5253-8111
（内線　23-317）

38
令和４年度グリーンインフラ官
民連携プラットフォーム企画運
営他業務

（株）創建 5180001118926 随意契約（企画競争） 34,980,000 令和4年4月1日
グリーンインフラの社会実装を推進することを目的に、「グリーンイン
フラ官民連携プラットフォーム」の企画運営やグリーンインフラに取り
組む主体への支援等を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局環境政策課自然環
境活用係
03-5253-8111
（2433４）

39
2022年度 海外技術者認定・
表彰制度運営支援手法検討

業務

2022年度 海外技術者認定・表彰制度運営
支援手法検討業務国際建設技術協会・日本

ソフト技研共同提案体
- 随意契約（企画競争） 15,037,000 令和4年4月1日

本業務は、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度（以下
「認定・表彰制度」という。）について、令和3年度に構築した受付・
審査事務の効率化のためのシステムを改良し令和4年度の応募開
始に向け確立するとともに、認定・表彰審査のための基礎的な情報
の確認を行うことを目的とする。

令和５年４月公表予定

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

40
2022年度 海外インフラプロ

ジェクト人材養成手法検討他業
務

一般社団法人 国際建設技術協会 3010005018587 随意契約（企画競争） 13,354,000 令和4年4月1日

「質の高いインフラ」の海外展開にあたっては、海外インフラプロジェ
クトの担い手となる人材育成が不可欠である。本業務では、国土交
通省が政策研究大学院大学と連携して実施している「海外インフラ
プロジェクト人材養成プログラム」のより効果的な実施に向けた検討
及び運営支援を行う。

令和５年４月公表予定

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

41
データプラットフォームの構築及
び様々なビッグデータを活用し
たサービス連携検討業務

データプラットフォームの構築及び様々なビッ
グデータを活用したサービス連携検討業務
ユーシーテクノロジ・横須賀テレコムリサーチ
パーク・パスコ共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 49,819,000 令和4年4月5日

本業務では、当室で扱う携帯電話の位置情報データ（人流データ）
や屋外空間情報といったビッグデータについて、オープンデータとし
てAPI等を通して提供できるデータプラットフォームを構築する。ま
た、ビッグデータ等を活用することにより、混雑予想や最適な移動経
路の提供といったサービスを検討し、プラットフォームと連携させた
サービス提供を検討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53115

42

令和４年度歩行空間における
自律移動支援サービスの構
築・展開に向けた環境整備検
討業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（企画競争） 15,785,000 令和4年4月5日
歩行空間におけるバリアフリー情報を効率的に収集するために、自
治体や事業者が持つ既存情報からの抽出や、現地測量に比べて
より簡易的なデータ整備手法等について検討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53115

43
令和４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） 15,488,000 令和4年4月5日
過年度の調査結果を踏まえ、NITAS の機能改善を行うとともに、
NITASの利用者からの問い合わせに対する回答案の作成等、当該
システムの運用の支援を行う。

令和5年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53114

44
令和４年度歩行空間における
自律移動支援サービスの普及
に向けた広報業務

（株）角川アスキー総合研究所 9010001067748 随意契約（企画競争） 10,999,987 令和4年4月5日

高齢者や障害者、自動走行モビリティといった人・モノがストレスなく
自由かつ安全に移動できるインクルーシブ社会を構築するために、
国土交通省では、歩行空間における情報（段差や傾斜等）を歩行
空間ネットワークデータとしてオープンデータ化する取組を進めてき
た。しかしながら、本取組の知名度はデータ整備主体となりうる自治
体や関係機関、また利用者の間においても十分とは言えない。この
取組を幅広く周知することにより、更なるバリアフリーデータの収集や
オープンデータ化が進み、また、様々な分野において有効活用が
期待されることから、この取組の戦略的な広報手法について検討
し、施策の普及促進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53115

45
令和４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） 7,986,000 令和4年4月5日

交通政策マネジメントやモビリティと連携したまちづくり政策等の計画
推進において、地域交通分野のデータやビックデータ、その他有用
なオープンデータとの連携や活用の高度化等についてデジタル技
術の活用事例を収集分析するとともに、地方公共団体等の交通施
策検討を支援する。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53113

46
地方公共団体のインフラ老朽
化対策に係る計画の更新に向
けた調査検討支援業務

パシフィックコンサルタンツ
株式会社 首都圏本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 7,788,000 令和4年4月12日

支援先として選定した３自治体に対し、先進的な取組（新技術活
用、集約・再編、包括マネジメント）に関する技術的な助言を行うな
ど、個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）を先進的な取組
を踏まえた計画への更新に向け支援を行う。

令和5年4月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
社会資本整備企画係
tel：03-5253-8111
（24284）

47

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

（株）YMFG ZONEプラニング 3250001015465 随意契約（企画競争） 23,540,000 令和4年4月14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う。
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
を実施する。
（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。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携事業係
tel:03-5253-8111
(24226)
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48

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式会社　首都圏
本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 22,000,000 令和4年4月14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う。
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
を実施する。
（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。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携事業係
tel:03-5253-8111
(24226)

49

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） 20,999,000 令和4年4月14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う。
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
を実施する。
（注）関東、北陸エリアとは茨城県、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。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携事業係
tel:03-5253-8111
(24226)

50

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等業
務

有限責任監査法人　トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 20,999,000 令和4年4月14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う。
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
を実施する。
（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。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携事業係
tel:03-5253-8111
(24226)

51
社会資本整備の効果に関する
定量的な評価分析手法につい

ての調査検討業務
復建調査設計株式会社 4240001010433 随意契約（企画競争） 4,983,000 令和4年5月9日

社会資本整備がもたらす快適さや居心地の良さ等の主観的価値
を含めた、既存の評価手法では測りづらい多様な価値を定量的に
評価するための分析手法の確立を目的とし、国内外における先行
研究や政府、自治体等での導入事例等を調査し、所要の実証分
析を行う。

令和５年４月公表予定
総合政策局社会資本整備政策
課経済政策係
tel:03-5253-8982

52
令和４年度　建設自動化等革
新技術開発推進事業に係る支
援業務

一般社団法人　日本建設機械施工協会 6010405010463 随意契約（企画競争） 19,844,000 令和4年5月19日

本業務は、災害対応や生産性向上等のための建設自動化等の技
術について、将来的に月面開発等の宇宙開発に発展しうることを視
野に入れ、地上の建設事業における展開を考慮し、優先度の高い
技術研究開発を推進することを目的とした「宇宙無人建設革新技
術開発推進事業」において、各技術研究開発の開発状況とともに、
関連する技術研究開発の最新の技術動向について、的確に把握
するための現場実証及び評価に係る支援を行うものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

53
令和４年度　宇宙無人建設革
新技術の現場実証支援業務

一般社団法人　先端建設技術センター 1010005002873 随意契約（企画競争） 49,995,000 令和4年5月20日

本業務は、災害対応や生産性向上等のための建設自動化等の技
術について、将来的に月面開発等の宇宙開発に発展しうることを視
野に入れ、地上の建設事業における展開を考慮し、優先度の高い
技術研究開発を推進することを目的とした「宇宙無人建設革新技
術開発推進事業」（以下、「本事業」という。）のために設置した「無
人建設革新技術開発推進協議会」及び関係会議の運営補助、及
び、本事業の各技術研究開発の実施状況の整理を行うものであ
る。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

54
専門家派遣によるハンズオン支
援等業務

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏
本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 31,900,000 令和4年5月23日

人口20万人未満の地方公共団体においてPPP/PFIの事業化に必
要な手続きを地方公共団体職員自らが行えるようハンズオン支援
を行い、地方公共団体の案件形成を推進するとともに、支援成果
の横展開を行うことで、地方公共団体職員が自主的・自立的に
PPP/PFIを推進するために必要なノウハウを普及する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

55
インフラの維持管理に係る官民
連携事業の導入検討支援（そ
の１）

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏
本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 23,496,000 令和4年5月23日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入検討を行う地
方公共団体を支援し、老朽化や技術職員の減少などの課題を解
決する手段としての官民連携手法の導入可能性、導入に際しての
課題及びその対応方針を明らかするための調査を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

56
インフラの維持管理に係る官民
連携事業の導入検討支援（そ
の２）

株式会社建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 23,441,000 令和4年5月23日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入検討を行う地
方公共団体を支援し、老朽化や技術職員の減少などの課題を解
決する手段としての官民連携手法の導入可能性、導入に際しての
課題及びその対応方針を明らかするための調査を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

57
官民連携グリーンチャレンジモ
デル形成支援 （その １）

PwCアドバイザリー合同会社 7010001067262 随意契約（企画競争） 11,000,000 令和4年5月23日

グリーン社会の実現に向けて、民間の資金、技術、ノウハウ等を活
かし、カーボンニュートラルの達成等に向けたインフラ整備、維持管
理運営等を官民連携事業で実施検討する地方公共団体を支援す
ることにより、効果的な案件形成を図るとともに、官民連携による持
続可能な地域づくりを推進する方策を検討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

58
デジタルツイン技術を活用し
た、月面環境に適応する建設
機械実現のための研究開発

株式会社　小松製作所 1010401010455 随意契約（公募） 21,450,000 令和4年5月31日

本研究開発では、林業等で用いられている架線集材の索道技術に
ついて、月面での利用を検証する。さらに地上での活用を想定し
て、架設資材である昇降式足場を改良した簡易支柱を改良し、索
道の支柱として利用する事で災害時の運搬システムを迅速に立ち
上げ、インフラ等の早期復旧が可能となる技術の開発を目的とした
研究を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

59
索道技術を利用した災害対応
運搬技術の開発

株式会社熊谷組 1210001001082 随意契約（公募） 35,000,000 令和4年6月1日

本研究開発では、既存の建設機械施工シミュレータに対して、月面
建設機械や無人自律施工技術の開発に必要な機能の追加および
精度の向上を実施するとともに、本シミュレータを活用して、月面建
設機械の具体的な検討を実施する。さらに、検討で得られた知見
を地上の建機や施工の高度化に活用するための研究を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

60
2022年度 タイ王国における道
路交通分野の協力可能性調査
検討業務（第1回変更）

2022 年度 タイ王国における道路交通分野の
協力可能性調査検討業務株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツ・株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツグローバル・首都高速道路株式会社

共同提案体

- 随意契約（企画競争） 14,663,000 令和4年6月10日 令和4年11月14日

国土交通省とタイ王国運輸省とは、タイ王国における道路交通問
題の改善等を目指し、道路交通分野における協力を継続してき
た。2021年5月には、「日本国国土交通省とタイ王国運輸省との間
の道路交通分野における政策立案及び技術に関する協力覚書」を
締結したところであり、2021年度には、タイ政府において本覚書に
基づくステアリングコミッティが立ち上げられ、今後も本覚書に基づ
いて両省の協力を推進することとしている。
本業務では、タイ王国における道路交通分野に関する政策立案や
技術の向上に向けて、タイ王国運輸省の開催するステアリングコ
ミッティへの参加等を通じて、道路交通に関する政策・技術・経験
の共有や、我が国が有する道路トンネルの運営・維持管理技術の
経験の共有、PPPプロジェクトに関する情報共有などの分野におい
て、両省間の協力に向けた調査・検討及び協力関係の構築支援を
行い、同分野における案件形成につなげることを目的とする。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進技術調整係
tel:03-5253-8111
(25815)

61
2022年度 日シンガポール連
携による第三国へのインフラ展

開促進業務

Nomura Research Institute Singapore Pte.
Ltd.

- 随意契約（企画競争） 14,994,000 令和4年6月15日

シンガポールと日本によるインフラ分野での協力については、これま
で複数の日本企業がシンガポールに拠点を置き、交流を深めてお
り、このうち一部では第三国でのプロジェクトにおいて連携する事例も
見られる。日本企業及び在シンガポール企業（以下「両国企業」と
いう。）が協力関係を構築することで、両国企業がそれぞれ得意と
する分野・技術で補完しあうことに加え、両国企業がそれぞれ独自
に有する第三国のローカルパートナー等とのネットワークや、ビジネス
のノウハウについても補完しあい、新しい市場への展開、円滑な事
業実施等に繋がることが期待される。
国土交通省は、2021年3月に、シンガポール行政機関の
Infrastructure Asiaとの間で、両国企業が第三国におけるインフラ
プロジェクトに連携して取り組むことを協力して支援する覚書を締結
した※。
　　※参考URL
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo07_hh_000577.html
本業務は、この覚書に基づき、Infrastructure Asiaと連携しながら、
「日本企業及び在シンガポール企業（以下「両国企業」という。）の
第三国におけるインフラプロジェクトの展開を推進する業務である。
「過年度実施した調査結果等を踏まえた、両国企業のマッチングの
斡旋」、「Infrastructure Asiaと国土交通省が共同で主催するセミ
ナーの運営」、「両国企業がインフラ展開において感じている課題の
整理と対応策の提案」等を行い、これらを通じ、両国企業が第三国
におけるインフラプロジェクトに連携して取り組むことを支援することを
目的とする。

令和５年４月公表予定

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）

62
2022年度 海外インフラプロ

ジェクト評価手法検討業務（第
1回変更）

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） 16,269,000 令和4年6月24日 令和4年11月8日

我が国は「質の高いインフラ」の重要性に関する国際的な議論を先
導してきており、展開国での課題解決や経済成長に貢献する「質の
高いインフラ」の海外展開にも取り組んできているところである。一方
で、インフラプロジェクトに関する質の高さの評価に関しては、十分な
議論を行えていないのが現状である。本業務は、「質の高いインフ
ラ」に関する国際会議等での取り組みを踏まえつつ、海外インフラプ
ロジェクトの案件形成段階及び事後的な評価を行うための方策や
評価手法の検討を行うとともに、本邦企業が優位性を持つ技術に
ついて調査を行うことで、日本の「質の高いインフラ」の海外展開の
促進に寄与することを目的とする。

令和５年４月公表予定

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

63

回転切削圧入の施工データを
利用した、月面建設の合理的
な設計施工プロセスの提案と評
価

株式会社技研製作所 5490001000359 随意契約（公募） 31,500,000 令和4年7月8日

本研究開発では、回転切削圧入で得られる施工データを利用して
設計施工を合理化する技術の確立と月面適用性の確保を目的と
して、施工・簡易的載荷試験の実施および基本的な要素技術の妥
当性や有効な用途を検討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)
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64

２０２２年度 インフラシステム海
外展開における地理空間情報
の高度活用に関する調査検討

業務

株式会社パスコ 5013201004656 随意契約（企画競争） 15,939,000 令和4年7月11日

我が国では，地理空間情報活用推進基本法に基づき，豊かで安
心な経済社会を実現するための地理空間情報の高度活用が進め
られている。昨今，他国においても地理空間情報の高度活用に向
けた機運が高まっており，地理空間情報活用推進基本計画におい
ては，重点的に取り組むべき施策として，「電子基準点網及び準天
頂衛星システムを活用した高精度測位サービスの海外展開」が挙
げられている。
　そこで，本邦における地理空間情報の高度活用事例の情報収
集・整理を行い，国土交通省が所管する分野の高度活用の具体
方策を検討し，発注者とともに相手国政府及び関係機関に働きか
け等を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力係
tel:03-5253-8111
(25824）

65

2022年度 Smart JAMPラオス
人民民主共和国・ビエンチャン
におけるスマートシティ実現に

向けた調査検討業務

2022年度 Smart JAMP ラオス人民民主共和
国・ビエンチャンにおけるスマートシティ実現に
向けた調査検討業務日本工営・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） 11,957,000 令和4年7月11日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするラオス人民民主共和国・ビエンチャンは、ASCN26都市
に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とラオ
ス人民民主共和国・ビエンチャン（以下、「ビエンチャン」）とで進め
ているスマートシティに関する意見交換内容及び2021年度に国土
交通省において実施した業務内容を踏まえ、ビエンチャンのスマー
トシティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進技術調整係
tel:03-5253-8111
(25815)

66

2022年度 Smart JAMPタイ王
国・バンコクにおけるスマートシ
ティ実現に向けた調査検討業

務 （第1回変更）

オリエンタルコンサルタンツグローバル・URリン
ケージ共同提案体

- 随意契約（企画競争） 15,341,000 令和4年7月11日 令和4年12月2日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10か国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10か国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするタイ王国バンコクは、ASCN26都市に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とタイ
王国バンコク（以下、「バンコク」）とで進めているスマートシティに関
する協議内容及び2021年度に国土交通省において実施した業務
内容を踏まえ、バンコクのスマートシティ開発の推進を図るものであ
る。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進技術調整係
tel:03-5253-8111
(25815)

67

2022年度 Smart JAMPブルネ
イ・ダルサラーム国・バンダルス

リブガワンにおけるスマートシ
ティ実現に向けた調査検討業

務

Zenmov・オリエンタルコンサルタンツグローバ
ル・交通総合研究所共同提案体

- 随意契約（企画競争） 11,980,100 令和4年7月14日

国土交通省では、２０２０年１２月に、ASEAN１０ヶ国及び２６都市※
１の代表者の参加のもと、第２回 日ASEANスマートシティ・ネット
ワーク ハイレベル会合を開催した。この会合において我が国は、
Smart JAMP（Smart City supported by Japan ASEAN Mutual
Partnership：日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策）
を提案し、１０カ国２６都市から歓迎された。
※１：２０１８年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN１０ヵ国から選ばれた２６都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするブルネイ・ダルサラーム国・バンダルスリブガワン市は、
ASCN２６都市に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とブル
ネイ・ダルサラーム国・バンダルスリブガワン市（以下、「バンダルスリ
ブガワン」）とで進めているスマートシティに関する意見交換内容及
び２０２１年度に国土交通省において実施した業務内容を踏まえ、
バンダルスリブガワンのスマートシティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

68
2022年度 Smart JAMPインフ
ラ管理に関するスマートシティ
実現に向けた調査検討業務

日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（企画競争） 12,044,000 令和4年7月15日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10か国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10か国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、2021年度に国土交通省に
おいて実施した業務内容を踏まえ、インフラ管理に関するスマートシ
ティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

69
２０２２年度　カンボジアにおける
中低所得者の住宅事情調査・

改善方策検討業務

2022 年度 カンボジアにおける中低所得者の
住宅事情調査・改善方策検討業務

URLK・MURC 共同提案体
- 随意契約（企画競争） 10,021,000 令和4年7月15日

国土交通省は、本年２月に開催された「第２回日カンボジア都市開
発・不動産開発プラットフォーム会合」において更新された国土省と
の協力覚書に基づき、住宅分野の協力を推進していくこととしてい
る。
　カンボジアの首都プノンペンでは、近年の経済成長を受けてア
パートや戸建て住宅が次々と建設されているが、これら住宅の多く
はミドル～ハイエンド向けの住宅であり、プノンペンの開発を支える地
方部からの労働者など中低所得者向けの住宅戸数の大幅な不足
が課題となっている。
　本業務は、カンボジアの住宅事情や住宅金融等に関する過年度
の調査結果を基に、カンボジアの中低所得者向け住宅の供給促進
方策について、カンボジア側担当者と協力しながら、カンボジアの中
低所得者向け住宅の供給量の拡大や品質の向上、中低所得者の
住宅取得の促進等について具体的に検討することを目的とする。

令和５年４月公表予定

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）

70

2022年度 Smart JAMPインド
ネシア共和国・バニュワンギに
おけるスマートシティ実現に向

けた調査検討業務

パシフィックコンサルタンツ株式会社 8013401001509 随意契約（企画競争） 11,605,000 令和4年7月19日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするインドネシア共和国東ジャワ州バニュワンギ県は、
ASCN26都市に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とインド
ネシア共和国東ジャワ州バニュワンギ県（以下、「バニュワンギ」）と
で進めているスマートシティに関する協議内容及び2021年度に国
土交通省において実施した業務内容を踏まえ、バニュワンギのス
マートシティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

71

2022年度 Smart JAMPタイ王
国・プーケットにおけるスマート
シティ実現に向けた調査検討

業務

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 11,539,000 令和4年7月19日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするタイ王国プーケットは、ASCN26都市に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とタイ
王国プーケット（以下、「プーケット」）とで進めているスマートシティに
関する協議内容及び2021年度に国土交通省において実施した業
務内容を踏まえ、プーケットのスマートシティ開発の推進を図るもの
である。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

72

2022年度Smart JAMP（カンボ
ジア王国・プノンペンにおけるス
マートシティ実現に向けたス

マートバスシェルター導入）に関
する調査検討業務（第1回変

更）

パシフィックコンサルタンツ株式会社 8013401001509 随意契約（企画競争） 29,425,000 令和4年7月21日 令和4年11月10日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするカンボジア王国・バッタンバンは、ASCN26都市に含まれ
る。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とカン
ボジア王国・プノンペン郡（以下、「プノンペン」）とで進めているス
マートシティに関する意見交換内容及び2021年度に国土交通省に
おいて実施した業務内容を踏まえ、プノンペンのスマートシティ開発
の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

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）
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73
2022 年度 Smart JAMP 河川
防災に関するスマートシティ実

現に向けた調査検討業務

2022年度 Smart JAMP河川防災に関するス
マートシティ実現に向けた調査検討業務

建設技術研究所・日本工営・インフォマティク
ス共同提案体

- 随意契約（企画競争） 29,920,000 令和4年7月21日

国土交通省では、２０２０年１２月に、ASEAN１０か国及び２６都市
※１の代表者の参加のもと、第２回 日ASEANスマートシティ・ネット
ワーク ハイレベル会合を開催した。この会合において我が国は、
Smart JAMP（Smart City supported by Japan ASEAN Mutual
Partnership：日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策）
を提案し、１０か国２６都市から歓迎された。
※１：２０１８年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN１０か国から選ばれた２６都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とフィリ
ピン国・カビテ州・ダバオ市（以下、「カビテ・ダバオ」）とで進めている
スマートシティに関する意見交換内容及び２０２１年度に国土交通
省において実施した業務内容を踏まえ、カビテ・ダバオのスマートシ
ティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力係
tel:03-5253-8111
(25824）

74
地方公共団体における官民連
携事業の推進のための情報整
理等検討業務

株式会社日本経済研究所 6010001032853 随意契約（企画競争） 12,980,000 令和4年7月21日

政策課題への対応のため、既存の官民連携事業の事例整理を行
いながら、地方公共団体における PPP/PFI 推進に向けた効果的な
事例集の作成を行うとともに、カーボンニュートラルへの対応など新
たな政策課題への対応に向け、参考となる官民連携事業の事例
整理、実施する際に留意すべき事項の整理・とりまとめを方策を検
討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

75
インフラの維持管理に係る官民
連携事業の導入検討支援（そ
の3）

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏
本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 11,737,000 令和4年7月21日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入検討を行う地
方公共団体を支援し、老朽化や技術職員の減少などの課題を解
決する手段としての官民連携手法の導入可能性、導入に際しての
課題及びその対応方針を明らかするための調査を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

76
インフラの維持管理に係る官民
連携事業の導入検討支援（そ
の4）

株式会社日本総合研究所 4010701026082 随意契約（企画競争） 11,660,000 令和4年7月21日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入検討を行う地
方公共団体を支援し、老朽化や技術職員の減少などの課題を解
決する手段としての官民連携手法の導入可能性、導入に際しての
課題及びその対応方針を明らかするための調査を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

77
官民連携グリーンチャレンジモ
デル形成支援 （その ２）

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏
本社

8013401001509 随意契約（企画競争） 10,945,000 令和4年7月21日

グリーン社会の実現に向けて、民間の資金、技術、ノウハウ等を活
かし、カーボンニュートラルの達成等に向けたインフラ整備、維持管
理運営等を官民連携事業で実施検討する地方公共団体を支援す
ることにより、効果的な案件形成を図るとともに、官民連携による持
続可能な地域づくりを推進する方策を検討する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26532)

78

2022年度Smart JAMPカンボ
ジア王国・シェムリアップにおけ
るスマートシティ実現に向けた

調査検討業務

日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（企画競争） 13,959,000 令和4年7月26日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするカンボジア王国・シェムリアップは、ASCN26都市に含ま
れる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とカン
ボジア王国・シェムリアップ（以下、「シェムリアップ」）とで進めている
スマートシティに関する意見交換内容及び2021年度に国土交通
省において実施した業務内容を踏まえ、シェムリアップのスマートシ
ティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

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）

79

2022年度 Smart JAMPカンボ
ジア王国・バッタンバンにおける
スマートシティ実現に向けた調

査検討業務

2022年度 Smart JAMP カンボジア王国・バッ
タンバンにおけるスマートシティ実現に向けた調

査検討業務共同提案体
- 随意契約（企画競争） 9,960,000 令和4年7月28日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10ヶ国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10ヵ国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするカンボジア王国・バッタンバンは、ASCN26都市に含まれ
る。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とカン
ボジア王国・バッタンバン（以下、「バッタンバン」）とで進めているス
マートシティに関する意見交換内容及び2021年度に国土交通省に
おいて実施した業務内容を踏まえ、バッタンバンのスマートシティ開
発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

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）

80
トータル月面建設システムのモ
デル構築

有人宇宙システム株式会社 5010001094250 随意契約（公募） 7,500,000 令和4年8月8日

本研究開発では、月の南極域において、実際の資源採掘場所、着
陸地点等を想定し、地形の勾配・起伏を考慮した上で、各インフラ
機器設置場所、資源採掘・運搬に関する動線を検討し、月面建設
システム全体のモデル構築を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

81
月面適応のためのSLAM自動
運転技術の開発

大成建設株式会社・パナソニックアドバンステ
クノロジー株式会社共同体

- 随意契約（公募） 7,405,200 令和4年8月8日

本研究開発では、厳津面での無人建設において機械の正確な位
置を把握する技術を確立することを目的として、ランドマークSLAMと
いう技術を用い、位置の補正を行うことで誤差の少ない位置情報取
得技術の適用について実現可能性を検証する。

令和５年４月公表予定

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

82
2022年度 カンボジア建設法の
建築技術規制に関する検討業

務
日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年8月10日

カンボジアでは2019年11月に建設法が施行された。この建設法に
基づき、建築技術基準が公布されることになっており、カンボジア国
土整備・都市化・建設省では、この建設技術基準を定める検討が
進められている。なお、これまで、カンボジアにおいては、建築物の
構造や火災安全に関する基準（建築技術基準に相当するもの）が
定められておらず、このため、各々の建築物の設計では、設計者が
任意で諸外国の基準を参考として設計を行っている状況にある。参
考とする基準が異なれば、建築物の柱の太さが異なるなど建築コス
トの違いに繋がる。
我が国は、これまで建築基準法令をはじめとする各種建築関係法
令を整備してきており、技術的規制を含むこれら法令の制定に必
要な専門的知見、人材などの蓄積がある。こうした知見、人材を、
カンボジアにおける建築技術基準の検討に活かせるよう同国にとっ
て有益な提案をすることは、同国における投資環境を整備すること
となり、ひいては我が国企業の海外展開を促進することへと繋がる
※。
　※令和2年7月9日の第47回経協インフラ戦略会議において決定
されたインフラシステム輸出戦略において「法制度や規制・基準の
整備、それらの運用・改善支援等、相手国における 投資環境整
備、（中略）を講じることにより、 我が国企業が安心して海外展開で
きる環境を引き続き整備していくことも重要 」とされているところ。
　本業務は、カンボジアにおける建築の実態を踏まえ2020年度か
ら国土交通省において検討している建築技術規制のモデル基準案
を確定させ、カンボジアの建築技術基準の制定に向けてカンボジア

令和５年４月公表予定

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）

83
2022年度 土木・建築分野に
おける低炭素関連技術の海外
展開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 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年8月17日

　我が国では、「インフラシステム輸出戦略２０２５」を作成し、政府
一丸となってインフラ海外展開に取り組んでいる。インフラ海外展開
を取り巻く環境は急速に変化しているが、サステナビリティの観点
で、今日、最重要テーマの一つとして世界的に注目されているの
が、気候変動への対応である。我が国は、２０２０年１０月、「２０５０
年にカーボンニュートラル、 脱炭素社会の実現を目指す」との方針
を表明した。国土交通省では「国土交通グリーンチャレンジ」をとりま
とめ、国際貢献、国際展開の視点も考慮しつつ、国土交通分野に
おける環境関連施策・プロジェクトの充実強化を図ることとしている。
海外においても、欧州では、新型コロナウイルス感染拡大からの経
済復興に関して「グリーンリカバリー」を目指し、気候変動対策に資
する脱炭素・低炭素産業への投資を促しているほか、米国では、２
０２１年２月にパリ協定への復帰を表明、４月には気候変動サミット
を主催するなど気候変動への関心を急速に強めている。このように
世界中が脱炭素社会の実現に向けて動き出している中、我が国と
しても、その地球規模での実現に貢献するとともに、これに伴い急速
な拡大が見込まれるビジネス機会を捉え、我が国の成長に取り込
んでいく必要がある。
　これまで国土交通省では、低炭素型コンクリートやCO2吸収型コン
クリートを中心に、国内企業が有している低炭素関連技術や、海外
の先導国が低炭素関連施策に関する調査を行ってきた。本業務
は、これまでの調査結果を踏まえ、低炭素材料を活用した海外の
施工・開発事例の調査や、競合国企業の低炭素材料関連技術と
日本企業の技術の比較検討を実施し、土木・建築分野における日

令和５年４月公表予定

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）
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84
2022年度 海外のインフラメン
テナンス市場への本邦企業参

画支援検討業務

2022年度 海外のインフラメンテナンス市場へ
の本邦企業参画支援検討業務日本工営・

コーエイリサーチ＆コンサルティング共同提案
体

- 随意契約（企画競争） 19,525,000 令和4年8月18日

「インフラメンテナンス国民会議　海外市場展開フォーラム」のメン
バーが関心を有する国において、インフラメンテナンスの課題、本邦
企業が参入する際の障壁、法制度面等を整理したうえで、維持管
理段階で本邦企業の参画が見込まれるインフラ施設を抽出し、本
邦企業のインフラメンテナンス海外展開の支援とするための資料作
成を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

85
2022年度 アジア諸国における
道路事業に関するＰＰＰ案件形

成検討業務

オリエンタルコンサルタンツグローバル・オリエン
タルコンサルタンツ・JFEエンジニアリング・日本

高速道路インターナショナル共同提案体
- 随意契約（企画競争） 16,999,000 令和4年8月18日

本業務は、アジア諸国における道路事業に関するプロジェクト情報
を収集した上で、本邦技術を活用したＰＰＰプロジェクトとして有望と
考えられる案件を選定し、プレF/S調査（事業費算定、採算性及び
投資スキームの検討等）を行い、相手国へ提案するための資料作
成を行うものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

86
2022年度 インドネシアにおける
道路事業に関するＰＰＰ案件形

成検討業務

オリエンタルコンサルタンツグローバル・JFEエ
ンジニアリング共同提案体

- 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年8月18日

本業務は、インドネシアにおける道路事業に関するプロジェクト情報
を収集した上で、本邦技術を活用したＰＰＰプロジェクトとして有望と
考えられる案件を選定し、プレF/S調査（事業費算定、採算性及び
投資スキームの検討等）を行い、相手国へ提案するための資料作
成を行うものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816）

87
2022 年度 アフリカ諸国におけ
る水防災・水資源分野の課題

解決検討業務

2022 年度 アフリカ諸国における水防災・水資
源分野の課題解決検討業務共同提案体

- 随意契約（企画競争） 16,027,000 令和4年8月23日

アフリカ諸国において自然災害による被害が増えており，特に近年
は大型サイクロン等による洪水被害が増加している。また，２０２２年
に第８回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ８）がチュニジアで開催される予
定であり，我が国のアフリカ支援の関心も高まっている。
そこで，本邦における水防災・水資源分野に関する技術のアフリカ
諸国での適用を目指し，海外展開が想定される製品・技術の調査
を行う。また，アフリカ諸国から５か国以上の国を選定し，水防災・
水資源分野に関する各種課題の現況調査を行い，その中から２か
国以上を対象に水防災・水資源分野の開発課題を１つ以上取り上
げ，インフラシステム海外展開に向けた具体的方策の検討と相手
国政府及び関係機関との意見交換等を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力係
tel:03-5253-8111
(25824）

88

2022年度 Smart JAMPマレー
シア・ジョホールバルにおけるス
マートシティ実現に向けた調査

検討業務

2022年度 Smart JAMPマレーシア・ジョホール
バルにおけるスマートシティ実現に向けた調査
検討業務　パシフィックコンサルタンツ・八千代

エンジニヤリング共同提案体

- 随意契約（企画競争） 22,968,000 令和4年8月26日

我が国は、ASEAN各国のスマートシティ実現に協力するため、
2020年12月に関係府省連携による支援策「Smart JAMP（Smart
City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership：日ASEAN
相互協力による海外スマートシティ支援策）」をASEAN10か国及び
26都市※1の代表者に提案した。この支援策の一環として、国土交
通省では、本邦企業の技術・ノウハウ等を活かしたスマートシティ実
現に資するマスタープラン策定や実現可能性調査等の調査検討を
2021年度に実施してきたところである。
※1：2018年のASEAN議長国であったシンガポールのリードで、
ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）が設立。このASCNは、
ASEAN10か国から選ばれた26都市で構成され、民間企業・諸外
国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。本調査が
対象とするマレーシア国ジョホール州ジョホールバル市は、ASCN26
都市に含まれる。
このSmart JAMPに基づき、本業務は、これまで国土交通省とマ
レーシア国ジョホール州ジョホールバル市（以下、「ジョホールバ
ル」）とで進めているスマートシティに関する意見交換内容及び
2021年度に国土交通省において実施した業務内容を踏まえ、ジョ
ホールバルのスマートシティ開発の推進を図るものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力係
tel:03-5253-8111
(25824）

89

2022年度 チュニジア共和国に
おける道路事業に関するPPP

案件形成検討業務
2022 年度 チュニジア共和国における道路事
業に関するPPP 案件形成検討業務共同提案

体
- 随意契約（企画競争） 10,010,000 令和4年9月12日

本業務は，チュニジア共和国における道路事業に関するプロジェク
ト情報を収集した上で，本邦技術を活用したPPPプロジェクトとして有
望と考えられる案件を選定し，プレF/S調査(道路線形，建設計画，
事業費算定，O＆M事業の計画，採算性及び投資スキームの検討
等)を行い，相手国関係機関へ提案を行うものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力係
tel:03-5253-8111
(25824）

90
2022年度 タイ王国における道
路事業に関するＰＰＰ案件形成

検討業務

2022年度 タイ王国における道路事業に関す
るＰＰＰ案件形成検討業務 長大・首都高速道

路共同提案体
- 随意契約（企画競争） 10,494,000 令和4年9月13日

本業務は、タイ王国における道路事業に関するプロジェクト情報を
収集した上で、有望と考えられるＰＰＰプロジェクト候補を選定し、プ
レF/S調査（事業費算定、採算性及び投資スキームの検討等）を
行い、相手国へ提案するための資料作成を行うものである。

令和５年４月公表予定

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進技術調整係
tel:03-5253-8111
(25815)

91
令和４年度　ビッグデータ活用
による旅客流動分析に関する
調査

株式会社ケー・シー・エス　東京支社 3011101040658 随意契約（企画競争） 114,977,000 令和4年9月28日

携帯電話の位置情報データを活用して、観光客や生活者の流動を
可視化し、その分析を行うことによって、交通課題解決や各種政策
立案につなげることができるような取組を支援するとともに、ビッグ
データ活用についてのガイドラインを作成、広報することで、ビッグ
データを活用した旅客流動分析を推進する。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53114

92
最新技術を活用したバリアフ
リー情報整備手法の検討業務

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 1010001143390 随意契約（企画競争） 39,160,000 令和4年9月28日

車椅子使用者等の街中での移動を支援するため、レーザースキャ
ナやカメラ等の最新技術を用いて地図を作成し、その地図を解析
することによって安価かつ簡易的にバリアフリー情報を整備する手
法について検討を行う。また、検討した手法について、教育機関と
連携して実証を行うとともに、今後の展開に向けた課題や改善点等
の整理を行う。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53115

93
ビッグデータ活用に向けた総合
的な交通体系の評価手法高度
化業務

株式会社ライテック 7011101057995 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年9月28日

現在開発中のNITASの公共交通検索エンジンを実装するとともに、
道路経路探索において、プローブデータ等ビックデータから得られる
速度をはじめとした実際の道路速度に即した経路探索を実行でき
るよう、ユーザ自身が容易に道路速度を設定できるようにする。

令和５年４月公表予定

総合政策局総務課政策企画官
(総合交通体系担当)
ｔｅｌ03-5253-8111(内
線)53114

94
令和４年度ＩＭＯの環境規制へ

の対応に係る調査
一般社団法人環境情報科学センター 9010005016577 一般競争入札 1,980,000 令和4年4月1日 －

船舶由来の海洋汚染防止のための環境規制に係る議論につい
て、MARPOL条約及び関連ガイドラインの改正に関する事項を中心
に、国際海事機関における審議動向の把握及び各国のスタンスの
調査を行う。

国際海事機関における審議動向及
び各国のスタンスを記録した議事概

要を含む報告書
総合政策局海洋政策課

95
関東圏の航空機の効率的な運
航のための極端気象予測の高

度化

国立大学法人東京大学、国立大学法人東北
大学からなる研究共同体

－ 随意契約（公募） 20,000,000 令和4年4月8日 －

二重偏波ドップラー気象レーダー等の最新の観測により局地気象
モデルを高度化し、シビアストームの予測精度を向上する。また、予
測情報の航空機の運航や交通流管理への影響評価手法を開発
する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

96
画像を用いたトンネル健全度自
動判定・要注意箇所表示技術

の開発
公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（公募） 17,776,000 令和4年4月8日 －

日本全国の鉄道トンネルを対象に、ひび割れや漏水の度合いをAI
により自動的に判定する「健全度自動判定システム」や、レーザー
光により要注意箇所を覆工側に表示する「覆工投影システム」を開
発する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

97

先進安全技術による被害低減
効果予測のための車両の衝突
直前挙動に基づく傷害予測モ

デルの構築

一般財団法人日本自動車研究所、国立大学
法人東京工業大学及び国立研究開発法人産

業技術総合研究所からなる研究共同体
－ 随意契約（公募） 25,451,577 令和4年4月8日 －

衝突直前の車の挙動や交通参加者の属性ごとに人身被害とその
要因を的確に予測するための傷害予測モデルを構築する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

98

内航船への新技術の適用促進
等による働き方改革実現のた
めの内航船の新たな評価手法
の確立と標準化に向けた研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所、一般社団法人内向ミライ研究所からなる

研究共同体
－ 随意契約（公募） 29,827,272 令和4年4月8日 －

内航船の船員へのやさしさを客観的に評価する手法の開発、及び
船員へのやさしさにつながる技術を導入する際のバックボーンとな
る仕様・標準等の整備を実施する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

99

ジェットエンジン出力停止および
航法計器異常を引き起こす高
濃度水晶雲の実態把握と検出
法・予測法開発に関する基礎

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大
学、国立研究開発法人情報通信研究機構、
国立大学法人琉球大学からなる研究共同体

－ 随意契約（公募） 8,700,000 令和4年4月8日 －
積乱雲周辺の高濃度氷晶雲の実態と生成メカニズム解明、それに
基づく検出法・予測法に関する基礎的研究を実施する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

100
日本版MaaS推進・支援事業に
よるモデル構築結果検討業務

一般財団法人計量計画研究所 5011105004806 随意契約（少額随契） 484,000 令和4年4月19日 －

これまでの「日本版MaaSの推進・支援事業」を総括するとともに、そ
れのみならず、MaaSなどに代表される新しいモビリティサービスに関
わるシステム提供者、サービス提供者、地方公共団体、国、さらに
は移動周辺の分野の事業も含めた日本における持続可能な新しい
モビリティサービスのモデルについての創造的な分析・考察を実施
することにより、令和4年度以降に目指すべき理想的なモデルの分
析を行う

日本版MaaS推進・支援事業で支援
を行った事業から地域におけるMaaS
モデルの分析を行い、令和４年度の
モデル伴走の方向性や来年度以降
に期待されるMaaSモデルの方向性

を一定示された。

総合政策局モビリティサービス推
進課
03-5253-8980

101
交通分野におけるデータ連携
の高度化実現に向けた検討業

務
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 9010001027685 一般競争入札 6,999,960 令和4年5月17日 －

交通分野におけるデータ連携の高度化に向けて、必要性や課題等
について様々な業界の事業者が参画する検討会を運営し、今後の
交通分野におけるデータ連携のあり方について方向性を示すため
の現状の課題と方向性の整理を行う

交通分野におけるデータ連携の高度
化に向けた検討会　取りまとめ

令和4年6月末公表済

https://www.mlit.go.jp/sogoseisak
u/transport/content/001488039.

pdf

総合政策局モビリティサービス推
進課
03-5253-8980

102
国内事業者におけるデータ連

携状況に関するアンケート調査
業務

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 9010001027685 随意契約（少額随契） 998,844 令和4年4月27日 －
交通分野におけるデータ連携の高度化に向けて、とりわけ、データ
連携を実装していない国内交通事業者にスポットをあて、当該事業
者が期待する仕組みなどの把握・分析を行う。

国内事業者におけるデータ連携状
況に関するアンケート調査を通じて、
求められるデータ連携の方向性が示

された。

総合政策局モビリティサービス推
進課
03-5253-8980

103
国際標準化機構の技術委員会

における規格開発推進調査
一般財団法人日本海事協会 7010005016678 一般競争入札 3,091,000 令和4年6月2日 －

これまで国土交通省で取り組んできたコールドチェーン物流サービ
ス分野の標準化をさらに推進するため、国際標準化機構における
国際規格の開発に向けた議論を円滑に進めるための調査等を行
う。

コールドチェーン物流サービス分野
の国際標準化のさらなる推進を図る
ため、当該規格の策定に係る調査を
実施するとともに、ISO等における各
種会議へ出席し参加各国への対処

方針を取りまとめる予定。

総合政策局官房参事官（国際物
流）

104
令和４年度社会の変化を踏ま
えた公共事業評価のあり方に

関する調査検討
株式会社公共計画研究所 3011001007682 一般競争入札 6,000,500 令和4年6月24日 －

今後、我が国においては、少子高齢化、災害の頻発化・激甚化、
地球温暖化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などが深刻な
課題とされているところであり、このような社会の変化に応じ、社会
資本に求められる役割も変化していると考えられるため、社会の変
化を踏まえた公共事業評価のあり方について、調査及び検討を行
う。

令和5年4月公表予定 大臣官房公共事業調査室

105
海における次世代モビリティの
活用促進に向けた調査検討及

び実証事業運営業務
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 9010001027685 随意契約（企画競争） 72,995,736 令和4年5月16日 －

海における次世代モビリティを活用した実証事業の運営及び海にお
ける次世代モビリティ活用によるビジネスモデル構築のための調査・
広報について、専門的・技術的な見地からの効果的な実証事業の
遂行及び事業実施結果の分析に加えて、的確な情報収集・分析
を背景にした効果的な広報活動を行う。

令和5年4月公表予定 総合政策局海洋政策課

106
高品質で効率的な輸出物流構

築推進調査事業
株式会社NX総合研究所 3010401051209 随意契約（企画競争） 45,899,497 令和4年5月31日 －

我が国において、農林水産物・食品輸出額を2025年までに２兆
円、2030年までに５兆円とする目標が示されており、物流分野とし
ては、大ロット・高品質・効率的な輸出を後押しすることとなっている
ことから、電場を用いた鮮度保持コンテナにスポットをあてた輸送実
証を行い、コンテナの回送削減を図るノウハウの蓄積・共有を図ると
ともに、併せて鮮度保持など技術的評価を実施し、得られた結果を
横展開するための調査検討を行う。

令和5年4月公表予定 総合政策局物流政策課
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107

「当事者目線にたった評価指
標」策定に向けた調査検討業

務及び移動等円滑化基準等の
スパイラルアップに関する調査

研究業務

社会システム株式会社 1013201015327 一般競争入札 7,850,000 令和4年8月4日 －

障害当事者等と共同して、鉄道駅等の現地調査や事業者のバリア
フリー整備に関する考え方に関する調査を行い、事業者が施設整
備や改修する際に、障害当事者等の目線に立ってチェック等を行
うための「当事者目線にたった評価指標」の検討を行う。また、「公
共交通移動等円滑化基準」及び「公共交通機関の旅客施設・車
両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」につい
て、令和４年度は、平成29年度に実施した基準等の全面的な見直
しの後に引き続き検討すべきとしている項目のさらなる検討や、上
記の評価指標の検討において挙げられた評価項目のうち基準やガ
イドラインに反映すべきとされたものの検討等を行い、基準やガイド
ラインの見直しにつなげる。

令和５年４月公表予定
総合政策局バリアフリー政策課
tel：03-5253-8304

108

待遇ガイドライン及び知的・発
達・精神障害の人に対する公

共交通機関の利用支援に関す
る検討業務等

社会システム株式会社 3010401011971 一般競争入札 2,080,000 令和4年8月4日 －

令和２年度で作成した「公共交通事業者向け利用体験マニュアル
（案）」や、それを基に令和３年度に実施した鉄道・バスの実証調査
を踏まえた上で、有識者や当事者団体、公共交通事業者等を委
員とする有識者会議における検討結果を踏まえ、利用体験実施マ
ニュアルを完成する。

令和５年５月公表予定
総合政策局バリアフリー政策課
tel：03-5253-8304

109

運輸分野におけるＦＣモビリティ
等の利活用の拡大を目指した

国際動向及び技術検討調査業
務

社会システム株式会社 1013201015327 一般競争入札 39,930,000 令和4年8月30日 －
水素タンクに関する国際動向を燃料用・輸送用・貯蔵用の容器の
用途別、輸送モード別に整理するとともに、普及に向けた方向性を
検討する。

令和5年4月公表予定 総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

110
令和４年度 物流標準化の現状
把握調査・事業者連携による

実証事業
株式会社野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 44,992,310 令和4年7月11日 －

国内外における物流標準化の現状と、標準化の阻害要因・効果的
な推進方策等を各種要素ごとに調査するとともに、複数事業者連
携による実証を行い、現場作業の効率化や温室効果ガス削減効
果等のとりまとめを行う。

令和5年3月公表予定 総合政策局物流政策課

111
令和４年度 公共交通事業者の
ファイナンスに関する調査検討

業務

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式
会社

6010001107003 随意契約（企画競争） 14,999,600 令和4年7月20日 －
地域公共交通事業者等の資金繰り及び融資状況の把握、新たな
ファイナンス手法の可能性、交通の社会的な役割を踏まえた成果
指標に関する調査検討

報告書（Ａ４判、100ページ程度、製
本）２部、報告書及び分析データ等

を保存したDVD-R２枚
総合政策局地域交通課

112
令和４年度 分野の垣根を越え
た地域交通の共創に関する調

査検討業務
EYSC・復建調査設計共同体 － 随意契約（企画競争） 7,491,000 令和4年7月20日 －

地域交通と様々な分野との共創の可能性、交通事業者がまちづく
り・地域づくりに果たす役割、設置する研究会の事務に係る補助等

報告書（Ａ４判、100ページ程度、製
本）２部、報告書及び分析データ等

を保存したDVD-R２枚
総合政策局地域交通課

113
令和４年度 持続的な海洋利
用に資するブルーテッククラス
ターに関する調査検討業務

株式会社富士通総研 8010401050783 一般競争入札 8,217,000 令和4年8月19日 －
沿岸・離島地域におけるブルーテッククラスター（海域の活用を目
指した地域的な産業クラスター）の構築に向け、国内外の動向調
査を行う。

令和5年2月公表予定
総合政策局海洋政策課
tel:03-5253-8266

114
バリアフリー法に基づくハード・ソ
フト一体的なバリアフリー化の推

進に関する検討調査
株式会社サンビーム 4010001095836 随意契約（企画競争） 12,848,000 令和4年7月22日 －

バリアフリー法に基づく一体的なバリアフリー化を推進するため、基
本構想等の作成、スパイラルアップの促進及び高齢者障害者等用
施設等の適正利用推進に必要な調査・事例収集等を行い、ガイド
ラインや指針方針作成に向けた検討を行う。

令和5年3月公表予定
総合政策局バリアフリー政策課
tel：03-5253-8307

115
公共交通分野における統計

データ等の公開状況に関する
国内外現状把握調査

公益社団法人日本交通計画協会 8010005003758 一般競争入札 8,180,000 令和4年8月9日 －

公共交通分野におけるデータ活用のために、欧州等の先進的な海
外の公共交通のデータ提供の状況及び過去数十年にわたる経年
的なデータの蓄積とその公開の状況等について、Web上で事例を
収集するとともに、その共通部分や各国別の差異について整理す
る。

令和5年3月公表予定 総合政策局交通政策課

116
令和4年度　集客施設等周辺
における放置自転車等の動向

調査
株式会社エスアイ総合研究所 1010001133490 一般競争入札 2,725,000 令和4年8月31日 －

全国の地方公共団体に対し、集客施設等周辺における放置自転
車等の現状について調査を実施。

令和5年4月公表予定
総合政策局総務課交通安全対
策室
TEL：03-5253-8311

117

緊急支援物資輸送に係るハン
ドブックの改訂及び、多様な災
害に対応したBCP策定ガイドラ

インの作成のための調査

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 3010401011971 随意契約（企画競争） 9,495,200 令和4年8月26日 －

近年、自然災害が激甚化・頻発化する中で、ラストマイルの着実な
輸送も含めた避難所への支援物資物流の円滑化が課題となって
いる。加えて、令和２年７月豪雨や令和３年１月に発生した大雪等
により、サプライチェーンの寸断による国民生活への影響や経済活
動の停滞が生じており、これらの災害等においても途切れることのな
いサプライチェーンを構築することが急務となっている。
国土交通省では「荷主と物流事業者が連携したBCP策定のための
ガイドライン」（平成27年３月）や「ラストマイルにおける支援物資輸
送・拠点開設・運営ハンドブック」（平成31年３月）を策定し、物流事
業者や地方公共団体の支援物資物流に係る対策を支援してきた
ところである。
他方で、激甚化・頻発化する自然災害に的確に対応するために
は、近年の被災事例における課題を抽出し、対策を検討してその
結果を今後の施策に反映させることにより、支援物資物流の円滑
化を図る必要がある。
したがって、令和４年度においては、近年被災した地方公共団体等
に調査を行い、関係者の意見や新たな課題を踏まえてハンドブック
の改訂を行うとともに、予見可能な災害に備えた荷主と物流事業者
の連絡調整体制のあり方等の検討を行い、その結果を踏まえて多
様な災害に対応したBCP策定ガイドラインの作成を行う。

R5年３月公表予定
総合政策局参事官（物流産業）
tel:03-5253-8296

118
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
ポート策定支援調査事業

八千代エンジニアリング株式会社 2011101037696 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年9月1日 －

シンガポール及びマレーシアの公共交通施設におけるバリアフリー
化を促進するための支援として、同国の施設におけるバリアフリーの
状況について評価を実施するとともに、これらの結果を踏まえた政
策レポートの作成を支援するための調査検討を行う。

令和5年3月公表予定
総合政策局国際政策課
tel：03-5253-8319

119
運輸事業者の災害対応力向上

のための調査
社会システム株式会社 3010401011971 一般競争入札 3,290,000 令和4年9月29日 －

災害時において、入手・共有すべき情報を整理し、利用可能な情
報資源の長短所・活用時の注意点を取りまとめる。さらに、情報を
入手・共有して協力すべき関係者とその責任分担を整理し、情報
を活用した対策案を検討する。

公表予定日：令和5年5月
大臣官房運輸安全監理官
03-5253-8797

120
令和４年度　地域公共交通活
性化再生法の運用に関する調

査検討業務
復建調査設計株式会社 4240001010433 随意契約（企画競争） 4,994,000 令和4年9月15日 －

交通サービスの経営状況に着目した地域公共交通計画のあり方や
都道府県と基礎自治体の役割に応じた地域公共交通計画のあり
方、法定協議会の実態やあり方について調査検討

報告書（Ａ４判、100ページ程度、製
本）　２部、報告書及び分析データ等

を保存したDVD-R　２枚
総合政策局地域交通課

121
耐候性等に優れたドローン等の

標準化推進事業

ブルーイノベーション株式会社国立研究開発
法人海上・港湾・航空技術研究所からなる共

同体
－ 随意契約（企画競争） 99,843,958 令和4年7月11日 －

国土交通省の現場等を活用した実証を行うとともに、ドローンの標
準的な性能規定化及びその性能の確認方法、ドローンの飛行申請
に際し必要となる手続の明確化・簡素化に向けた検討を実施する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

122
ASEANにおけるコールドチェー
ン物流サービス規格の普及促

進事業
Nomura Research Institute Singapore Pte.Ltd － 随意契約（企画競争） 9,496,400 令和4年8月24日 －

ASEAN地域において、これまでに策定した普及戦略に基づき、新た
にフィリピン及びベトナムに対する国別アクションプランを策定するこ
とにより、ASEANにおけるコールドチェーン物流の重要性の理解促
進及びJSA-S1004の効果的な普及に向けた取組の強化を図る。

令和５年３月公表予定 総合政策局参事官（国際物流）

123
安全で広範囲なマイクロモビリ

ティ向け無線給電システムの開
発

国立大学法人東京大学 5010005007398 随意契約（公募） 15,991,778 令和4年9月16日 － 電動キックボードや配達ロボット等の電動マイクロモビリティ向けの、
安全で効率的な無線給電システムの開発を行う。

令和5年4月公表予定 総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

124
アンモニア燃料電池の専用応
用に向けた技術開発　前期

株式会社三井E&Sマシナリー 2010001183774 随意契約（公募） 10,176,633 令和4年9月30日 －
アンモニア燃料電池を舶用へ適用するため、アンモニア改質触媒
の選定と反応器の設計製作を目的として研究を実施する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課
tel：03-5253-8308

125
令和４年度　高度物流人材の
育成・確保に関する調査事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 3010401011971 随意契約（企画競争） 5,997,365 令和4年9月1日 －

今後の物流分野を牽引することができる人材を早急に育成するた
め、真に求められる人材像を類型化・整理して発信するとともに、教
育機関や企業・団体等の知見を活用して効果的な教育方策のとり
まとめを行う。

令和5年3月公表予定 総合政策局物流政策課

126
開発途上国における交通インフ
ラ案件発掘基礎調査（対象国：

バングラデシュ）

NOMURA RESEARCH INSTITUTE
CONSULTING AND SOLUTIONS INDIA

PRIVATE LIMITED
－ 随意契約（企画競争） 19,994,242 令和4年10月3日 －

バングラデシュにおける交通インフラの基礎的調査を実施する。ま
た、調査結果に関する総合的な分析を行い、本邦企業の技術・製
品・サービスの活用に向けた課題を分析し、その解消に向けた連携
方策の提言を行う。

令和5年3月公表予定
総合政策局総合政策局国際政
策課 tel：03-5253-8319
tel：03-5253-8319

127
北極海航路の利用動向等に関

する調査業務
公益財団法人日本海事センター 7010005016661 随意契約（少額随契） 899,800 令和4年11月9日 －

北極海航路の利活用に向け、昨今の情勢を踏まえつつ、その利用
動向を調査する。

令和5年3月公表予定
総合政策局海洋政策課
tel:03-5253-8266

128
ISOにおける他国意見・提案に

ついての対処戦略調査
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社 8010001144647 一般競争入札 19,693,300 令和4年11月7日 －

ISO/TC315において、日本式コールドチェーン物流サービス規格
(JSA-S1004)の国際規格(ISO31512)化に向けた議論に参加する
各国から、改定意見や関連する規格の提案が行われているところ、
それらの意見・提案の背景にある関心事項等を調査し対処方針等
の戦略立案に向けた分析を実施。

国際規格の策定に向けた戦略案や,
各国の提案等への対処方針等の調
査・分析を結果をとりまとめる予定

総合政策局参事官（国際物流）

129
SBASの他の交通モードでの利
活用に向けた調査研究業務

一般財団法人航空保安無線システム協会 6010005012249 一般競争入札 38,500,000 令和4年11月18日 －

次世代SBAS実証システムによるSBAS測位補正技術を活用し、各
種交通モードに適した信頼性の高い位置情報の取得を可能とする
データ提供システムや各種交通モードの受信機の実証を行うととも
に、衛星電波が受信できない箇所における対策の開発・実証を行
う。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

130
CO2削減に資する無人航空機
等を活用した配送実用化推進

調査事業
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 7010001088960 随意契約（企画競争） 39,600,000 令和4年10月31日 －

令和2年度より実施している補助事業の結果を取りまとめるととも
に、レベル４飛行の実装を見据え、離島、山間部等に近接する有
人地帯（地方都市等）における実証事業を実施し、そのオペレー
ションやコスト等に関して検討する。加えてレベル４飛行に関する諸
外国等の実態を調査し、これらの結果から都市部を含め環境負荷
の少ないドローン配送の活用可能性を検討する。

令和５年３月公表予定  総合政策局物流政策課

131

インドネシア（マミナサタ広域都
市圏）におけるモバイル・ビッグ
データ（MBD）を活用した公共

交通計画策定支援に係る案件
形成調査提案事業

インドネシア（マミナサタ広域都市圏）における
モバイル・ビッグデータ（MBD）を活用した公共
交通計画策定支援に係る案件形成調査提案

事業日本工営・Agoop共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 19,986,340 令和4年10月28日 －

インドネシア運輸省が、交通分野における政策の検討にモバイル・
ビックデータの活用を検討しており、日本に対して協力を要請されて
いるところ、本事業では、上記プロジェクトの一環として、同国におけ
るモバイル・ビックデータを活用した公共交通計画策定を支援する
ための調査検討を行う。

令和5年3月公表予定
総合政策局国際政策課 tel：03-
5253-8319
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132
定量的な分析に基づく交通・物
流分野における動向に関する

調査業務

エム・アール・アイ　リサーチアソシエイツ株式
会社

7010001012532 随意契約（企画競争） 5,999,400 令和4年12月8日 － 令和５年版交通政策白書テーマ章執筆のための調査分析を行う。 令和５年６月公表予定
総合政策局交通政策課
03-5253-8274

133
物流に関する広報に関する調

査業務
株式会社博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 4,570,500 令和4年10月7日 －

物流を取り巻く現状・課題や、目指すべき方向性に関する広報を強
化するための効果的な方策を検討するとともに、検討結果を踏ま
え、実際の広報実施にあたって活用できるツールの作成を行う。

令和5年3月公表予定 総合政策局物流政策課

134

沿岸・近海域に於ける小型船
舶事故時の人命救出支援を目
的とする船舶、ドローンのICT高

度利用に関する研究

海難事故救助支援開発共同研究体 － 随意契約（公募） 19,961,000 令和4年10月25日 －
小型船舶事故時の人命救出支援システムを開発するため、海上
での通信環境確立のための研究、高精度測位についての研究等を
行う。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

135
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
株式会社現代文化研究所 1010001015490 随意契約（企画競争） 18,995,790 令和4年10月14日 －

タイ及びインドネシアにおいて、温度管理を必要とする貨物の冷凍・
冷蔵輸送、保管等を行う実証実験をとおして、コールドチェーンマー
ケットの分析、冷凍・冷蔵輸送・保管サービスに係る制度規制、物
流インフラ等の課題及び我が国の高品質なコールドチェーン物流
サービスの普及方策等について、具体的に調査・分析を行い、課題
解決に向けた提案を行う。

令和５年３月公表予定 総合政策局参事官（国際物流）

136
ASEANにおける道路交通安全

対策共同調査提案事業
株式会社アルメックVPI 7013201000455 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年11月11日 －

日本の道路交通安全対策の経験に基づき、ASEANにおける道路
交通安全対策の改善案を提案するとともに、全てのASEAN加盟国
でその知見を共有する。

令和5年3月公表予定
総合政策局国際政策課 tel：03-
5253-8319

137
ナイトタイムエコノミー等に対応
した交通サービスの推進に関す

る調査
株式会社ドーコン 5430001021765 一般競争入札 20,350,000 令和4年12月13日 －

国内におけるナイトタイムの交通利用者の動態を把握するとともに、
国内外における交通サービスの状況に関するデータの整理分析・
先進事例調査、夜間交通の課題整理を実施し、ナイトタイムの有
効活用の基盤として、ナイトタイムの消費機会創出による交通サー
ビス整備による地域活性化や生活面の影響を含めた課題と効果を
把握するためのものとして実施する。

令和５年４月公表予定 総合政策局交通政策課
03-5253-8274

138
車両床下点検装置に関する技

術開発
シャープ株式会社 6120001005484 随意契約（公募） 18,700,850 令和4年11月9日 － 鉄道車両の列車検査に関して、画像処理技術を応用して検査業

務を自動化する装置の研究開発を推進する。
令和5年4月公表予定

総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

139
国際標準化と社会実装を推進
するためのドローンポートシステ

ム開発事業
ブルーイノベーション株式会社 7010002053617 随意契約（公募） 99,935,121 令和4年11月1日 －

ドローンポートシステムの開発を行い国内のドローンポートに関わる
事業者の国内での事業化の加速を支援しつつ、海外に向けての事
業展開の加速化を、国際標準化規格を活用して実施できるように
するための実証、機能要件・実証・活動方針の整理を実施する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

140
国際物流のシームレス化・円滑

化に向けた調査事業
デロイトトーマツ税理士法人 6010005005979 随意契約（企画競争） 9,878,000 令和4年11月18日 －

日中韓物流大臣会合で採択された共同声明及び行動計画に基づ
き、NEAL-NETの普及促進及び改善、日本及び中国を運行できる
ダブルナンバーシャーシ、日中韓及びASEAN諸国を対象としたパ
レットの普及・標準化をはじめとする国際物流のシームレス化・円滑
化に向けた調査・分析を実施する。

令和５年３月公表予定 総合政策局参事官（国際物流）

141
交通ソフトインフラ海外展開支

援に係る海外セミナー実施のた
めの基礎調査

社会システム株式会社 1013201015327 一般競争入札 3,080,000 令和4年12月16日 －

ベトナムを対象として現地での海外セミナーを実施する前段階の情
報収集として、ベトナムにおける交通ソフトインフラに関する基礎調
査及びJASTの会員企業を対象とするヒアリング及び情報整理を行
う。

令和5年3月公表予定
総合政策局国際政策課 tel：03-
5253-8319

142
3次元イメージングレーダーによ
るセキュリティ検査システムの

研究開発

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所

5012405001732 随意契約（公募） 25,000,000 令和4年11月25日 －
乗客数の多い箇所でも、人の流れを妨げる事無くセキュリティ検査
が可能となるシステムとして、撮影された画像の中から隠された危
険物を抽出するセキュリティ検査システムを開発する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

143

デジタル技術を活用した公共交
通利用促進に資するソリュー

ションの海外展開支援に係る調
査検討業務

WILLER株式会社 － 随意契約（企画競争） 17,900,000 令和4年11月21日 －

マレーシア及び台湾において、公共交通分野における現状把握と
課題整理を実施するとともに、本邦企業のソリューションの提案と導
入に関する検討を行う。さらに、公共交通利用促進に資する本邦の
ソリューションの導入に向けたケーススタディ調査を行い、当該ソ
リューションの案件化の可能性について検討する。

令和5年3月公表予定 総合政策局国際政策課 tel：03-
5253-8319

144
ドローン等に係る技術動向及び
国際標準化推進戦略検討業

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 一般競争入札 16,020,950 令和4年12月16日 －

ドローンやドローンポートに関する特許の動向を調査し、技術革新の
状況等を把握した上で、ドローンやドローンポートの将来的に我が国
から提案できる見込みのある要素技術等について分析し、国際標
準化を推進するための戦略を検討する。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

145
RTI活用によるコスト削減効果・
環境負荷低減効果等に関する

調査
株式会社ＮＸ総合研究所 3010401051209 随意契約（企画競争） 5,487,900 令和4年11月9日 －

日中韓物流大臣会合の行動計画に基づき、国際間におけるRTIの
更なる利用促進を図るため、RTI活用によるコスト削減や環境負荷
低減等が可能となった事例等について広く情報を集めた上で、RTI
の効率的な使い方・活用方法を調査・提案し、それらを踏まえ、
「RTI活用によるコスト削減効果・環境負荷低減効果」、「RTIの国際
間での共同利用」及び「RTIの国際間での個体識別管理」について
調査・分析を行い、課題解決に向けた提案を行う。

令和５年３月公表予定 総合政策局参事官（国際物流）

146

IoT を活用した実海域での省エ
ネ効果モニタリングシステム構
築による空気潤滑システムの
実用省エネ効果向上の研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所

5012405001732 随意契約（公募） 19,982,812 令和4年12月1日 － 内航船を対象にIoTを活用した実海域での省エネ効果のモニタリン
グシステムの構築を行う。

令和5年4月公表予定
総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

147

深層学習を用いた高時空間分
解能の地表面温度プロダクトの
改良と道路等の都市インフラ分

野への実装

株式会社天地人 6010401145890 随意契約（公募） 21,192,600 令和4年12月1日 －

静止衛星ひまわりが取得する多様な観測データを活用し、ヒートア
イランド対策や環境負荷軽減に向けた取り組みの基礎データとして
利用可能な「地表面温度（Land Surface Temperature: LST）プロ
ダクト」の開発を行う。

令和5年4月公表予定 総合政策局技術政策課 tel：03-
5253-8308

148
令和４年度 スマートアイランド
実証支援業務

（株）ＪＴＢ総合研究所 9010001074645 随意契約（企画競争） 19,954,000 令和4年4月1日

離島地域と民間企業等とが一体となり、新技術・知見の地域への
導入を実証するための調査を行う。また、実証調査の確実なフォ
ローと調査で得られた知見の全国の離島への的確な横展開を図
る。
さらに過年度スマートアイランド採択地へのフォローアップを行うこと
により過年度採択地域における現在の取り組み状況を調査する。

離島地域で行われた「スマートアイラ
ンド推進実証調査」における案件の
支援や離島地域の持つ課題解決に
向けた案件形成の促進、全国への
知見展開、過年度スマートアイランド
採択地域へのフォローアップを実施

国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

149
大都市圏における近郊緑地の
機能評価および環境改善の取

組等に関する調査業務
（株）プレック研究所 5010001081785 随意契約（企画競争） 4,972,000 令和4年4月1日 令和4年7月1日

三大都市圏においては、持続可能で魅力ある地域づくりを進めてい
くために、近郊緑地等の保全・活用の取組を引き続き進めていく必
要がある。また、近年では気候変動に伴う水害リスクが増大している
中、緑地の保全・活用も含めた総合治水対策を一層進めていく必
要がある。
このほか、三大都市圏における人口及び産業の過度の集中を緩和
し、環境改善及び三大都市圏の均衡ある発展を図ることも重要で
ある。
このようなことから、本業務は、大都市圏における近郊緑地等の機
能評価および環境改善の取組実態に関する調査を行うことを目的
とするものである。

令和５年４月予定
国土政策局広域地方政策課
tel：03-5253-8363

150
令和３年度首都圏整備に関す
る年次報告（令和４年度版首

都圏白書）作成業務
勝美印刷（株） 9010001001855 一般競争入札 3,190,000 令和4年4月1日 令和4年7月1日

首都圏整備法第30条の２に基づき、令和３年度首都圏整備に関
する年次報告（令和４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。

https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/
content/001485132.pdf

国土政策局広域地方政策課
tel：03-5253-8363

151
令和４年度　市町村管理構想・
地域管理構想策定モデル形成
等調査業務

（株）地域総合計画研究所・（株）計画技術研
究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 15,996,200 令和4年4月6日

適切な国土管理の展開に向け、市町村・地域における管理構想の
事例を
創出するとともに、その検討・策定に係る知見を蓄積し、広く普及を
図っていくことを目的として、市町村管理構想及び地域管理構想の
モデル形成等を行うものである。

令和５年３月公表予定

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

152
令和４年度　デジタル技術を活
用した国土の課題等への対応
に係る検討調査

令和４年度　デジタル技術を活用した国土の課
題等への対応に係る検討調査 野村総合研究
所・リベルタス・コンサルティング共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 35,238,700 令和4年4月15日 令和4年9月12日

本業務では、地域生活圏のモデル検証、東京一極集中の是正に
向けた人口配置の適正化及びリモート社会進展後における企業機
能等の再配置の在り方、カーボンニュートラルの実現に向けた国土
利用の方向性について調査・分析を行う。本業務の成果について
は、新たな国土形成計画の策定に向けた議論で活用するものとす
る。

令和５年３月公表予定

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）
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153
令和４年度　人口減少下にお
ける地域づくりと二地域居住の
推進に関する検討調査

令和４年度　人口減少下における地域づくりと
二地域居住の推進に関する検討調査　計量
計画研究所・福山コンサルタント・ライテック共
同提案体

－ 随意契約（企画競争） 26,290,000 令和4年4月15日

急激な人口減少・少子化、異次元の高齢化の進展等の中で持続
可能な社会を構築していくためには、人々の価値観の多様化やテ
レワーク等の進展などを踏まえながら、働き方・暮らし方・生き方を
自由に選択できる国土を形成していくことが重要である。
これらの対応の検討に資するため、本調査では次の検討調査を行
う。
①令和２年国勢調査に基づいてメッシュ別将来人口推計を行い、
推計結果をもとに、社会インフラ、公共施設、生活必需サービスへ
の将来のアクセス圏人口、効率的な施設配置や人口配置の調査
や、2050 年以降の長期人口動態の分析等を行う。
②関係人口等の外部人材に関するデータや地域活性化に関する
指標等の様々な統計データを用いた相関性等の分析や事例調査
等を行う。その結果をもとに対流と共生による地域づくりの成功要因
や効果等を評価・整理した上で、地域づくりの進捗管理を行うため
の指標の検討を行う。
③二地域居住等について、個人へのアンケート調査により二地域
居住等の実態を類型化、定量化するとともに、地方公共団体への
アンケート調査により実施施策や効果の事例収集を行う。その上
で、二地域居住等の促進における経済的効果・政策的効果を整
理・分析し、当局が事務局となっている「全国二地域居住等促進協
議会」と連携しながら、事例集を含め地方公共団体向けガイドライ
ンや個人向けハンドブック、ホームページ等への反映を行う。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課
地域・移転班
tel:03-5253-8111
（内線29-315）

154

半島の食のブランド化推進のた
めの官民連携体制構築実証調
査（管理運営事務局の設置等
に係る部分）

（株）JTB 8010701012863 随意契約（企画競争） 19,984,379 令和4年4月28日

半島産品の発掘、販路拡大、磨き上げ等のための官民連携体制
構築に必要な下記の実証調査を行う。
○ 管理運営事務局の設置及び全体の管理運営
○ 半島産品データベースの構築
○ 共通ロゴマークの作成、商標申請、使用の要件化
○ 半島産品の付加価値増大手法及び持続可能なビジネスモデル
並びに官民連携体制の継続方法の検討

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

155

半島の食のブランド化推進のた
めの官民連携体制構築実証調
査（参画事業者の募集：WEBサ
イト運営事業者（半島の食のブ
ランド化・キュレーションのため
の特設WEBサイトの開設及び
SNSの運用）に係る部分

（株）光文社 4010001002610 随意契約（企画競争） 48,685,000 令和4年4月28日

半島産品の発掘、販路拡大、磨き上げ等のための官民連携体制
構築に必要な下記の実証調査を行う。
○ 半島特設WEBサイト及びSNSの開設等
○ 管理運営事務局が実施する業務への協力

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

156

半島の食のブランド化推進のた
めの官民連携体制構築実証調
査（参画事業者の募集：小売
事業者（顧客への半島産品の
販売促進）に係る部分）

（株）大丸松坂屋百貨店 9010601038982 随意契約（企画競争） 24,652,100 令和4年4月28日

半島産品の発掘、販路拡大、磨き上げ等のための官民連携体制
構築に必要な下記の実証調査を行う。
○ 顧客への半島産品の販売促進
○ 管理運営事務局が実施する業務への協力

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

157

半島の食のブランド化推進のた
めの官民連携体制構築実証調
査（参画事業者の募集：eコ
マース（ECサイト）及びふるさと
納税ポータルサイト運営事業者
に係る部分）

楽天グループ（株） 9010701020592 随意契約（企画競争） 21,997,800 令和4年4月28日

半島産品の発掘、販路拡大、磨き上げ等のための官民連携体制
構築に必要な下記の実証調査を行う。
○ECサイト等における半島産品特設ページの開設
○管理運営事務局が実施する業務への協力

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

158

半島の食のブランド化推進のた
めの官民連携体制構築実証調
査（参画事業者の募集：メディ
ア（視聴者への半島産品の訴
求）に係る部分）

（株）毎日放送 3120001199924 随意契約（企画競争） 6,999,850 令和4年4月28日

半島産品の発掘、販路拡大、磨き上げ等のための官民連携体制
構築に必要な下記の実証調査を行う。
〇メディアを通じた情報発信
〇管理運営事務局が実施する業務への協力

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

159
令和４年度　小笠原諸島振興
開発基本方針策定に係る調査
検討業務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 4,906,000 令和4年5月9日
　本業務では、令和５年度末で特別措置法が期限を迎えることか
ら、小笠原諸島の現況と課題と法改正に向けた論点を整理して小
笠原諸島振興開発審議会に諮る資料を作成するものである。

令和5年3月中旬
国土政策局特別地域振興官付
小笠原振興係
tel：03-5253-8424

160
令和４年度　奄美群島振興開
発基本方針策定に係る調査検
討業務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 3,564,000 令和4年5月9日
　本業務では、令和５年度末で特別措置法が期限を迎えることか
ら、奄美群島の現況と課題と法改正に向けた論点を整理して奄美
群島振興開発審議会に諮る資料を作成するものである。

令和5年3月中旬
国土政策局特別地域振興官付
奄美振興係　　　　　tel：03-
5253-8423

161

 令和４年度　豪雪地帯対策及
び共助除排雪体制整備等支援
のあり方に関する調査検討業
務

令和４年度　豪雪地帯対策及び共助除排雪
体制整備等支援のあり方に関する調査検討業
務　日本能率協会総合研究所・北海道開発
技術センター共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 7,700,000 令和4年5月27日

豪雪地帯の現状や各施策の実施状況に係る基礎的資料を作成す
るとともに、豪雪地帯対策基本計画の変更に向けた検討を行うた
め、計画変更に資する基礎的資料の作成等を行う。
併せて、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金を活用する自治体及
び先導的な除排雪体制整備等の取組を地域活動団体に対する国
による助言・指導のあり方及びコミュニティ形成の方策についての検
討を行うとともに、克雪体制づくりアドバイザー派遣制度を運営し、
同制度の活用促進のための方策の検討を行う。

令和５年３月に調査報告書を作成予
定。

国土政策局
地方振興課 克雪体制推進係
tel：03-5253-8404

162
令和４年度　諸外国における国
土・地域計画の策定及び推進
支援等業務（SPP支援業務）

（一財）日本開発構想研究所 2010405000906 随意契約（企画競争） 13,998,600 令和4年6月10日

国土･地域計画策定・推進支援プラットフォーム(SPP)の更なる推進
を図るため、SPP第5回会合の開催、SPPウェブサイトの充実等に向
けた取組を実施するほか、我が国がSPPにより支援を予定する対象
国の国土計画の制度や策定状況、課題等の調査・分析を行いつ
つ、国土・地域計画の策定等の支援・検討を行う。

令和５年３月報告書を作成予定。
国土政策局総務課企画係
tel:03-52538111
(内線：29124)

163
令和４年度 離島の交流推進支
援調査業務

エヌショーケース（株） 1180001010764 一般競争入札 9,394,000 令和4年6月20日 令和4年11月7日

全国の離島地域が集まり、「島と都市及びその他地域との交流」、
「島と島との交流」といった様々な交流を通じて関係人口拡大やUJI
ターンといった定住の促進につなげることを目的に、離島の魅力の
情報発信を行う場を提供するとともに、都市及びその他地域に住む
人たちの離島に対するニーズの把握を行う。

全国の離島地域が集まり、「島と都
市及びその他地域との交流」「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。
離島の魅力の情報発信を行う場を
提供するとともに、都市及びその他
地域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

国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

164
令和４年度　土地分類基本調
査（土地履歴調査）業務

昇寿チャート（株） 1010501005611 一般競争入札 14,520,000 令和4年6月24日
国土調査法に基づき仙台・水戸地区において土地分類基本調査
（土地履歴調査）を行うとともに、図面、説明書等のとりまとめを行う
ものである。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課国土管
理企画室
専門調査官
tel:03-5253-8111
（内線29-853）

165

令和４年度　大都市圏の形成
に関する状況の把握・分析及
び首都圏整備の推進に関する

調査検討業務

大都市圏の形成に関する状況の把握・分析及
び首都圏整備の推進に関する調査検討業務

計量計画研究所・ライテック共同提案体
- 随意契約（企画競争） 9,614,000 令和4年7月13日

本業務では、三圏計画（首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部
圏開発整備計画）に関する年次報告を作成するため、各圏域にお
ける人口、居住環境、産業機能、生活環境、社会資本整備等の状
況について、把握・分析を行う。
また、首都圏整備の推進にあたり解決すべき課題とその対応策に
ついて、短期的・長期的な視点を基に分析・検討することを目的と
する。

令和5年4月公表予定 国土政策局広域地方政策課
tel：03-5253-8363

166
令和4年度　むつ小川原開発

推進調査
（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 2,992,000 令和4年7月14日

むつ小川原開発地区内の未利用地を活用した地域の活性化等を
図る観点から、成長戦略に基づくカーボンニュートラルに向けた取り
組みの中で、当該地区への立地の可能性について検討を行い、今
後開発を推進するための必要な情報を得る。

令和５年３月公表予定

国土政策局広域地方政策課開
発班
tel：03-5253-8111
（内線29-416）

167
令和4年度スマートアイランド推
進実証調査業務（上天草市）

上天草市湯島スマートアイランド推進協議会 － 随意契約（企画競争） 15,000,000 令和4年7月15日
島内の再エネ資源を利用して再エネ発電・蓄電を行い、充電され
た蓄電池を家庭に設置し、蓄電池で生活するシステムを構築する
ための実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

168
令和4年度スマートアイランド推

進実証調査業務（平群島）
平郡メディテックアイランドコンソーシアム － 随意契約（企画競争） 14,998,170 令和4年7月15日

遠隔で日常的にバイタルモニタリングができる見守りサービスや、
LTE圏内外対応できる通信技術を用いたドローン輸送の実証調査
を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

169
令和4年度スマートアイランド推
進実証調査業務（粟島浦村）

粟島スマートアイランド推進コンソーシアム － 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月15日

粟島と岩船港間を対象に小型無人飛行機を用いた物資輸送、島
民の火災や漂着船等に対するリスクを軽減するため遠隔監視及び
アラート配信による効果について実証を行う。さらに、遠隔監視によ
る漁業活動の改善効果、粟島の魅力発信による離島観光活性化
への効果について実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

170
令和4年度スマートアイランド推
進実証調査業務（大崎上島）

大崎上島町オンデマンド水上タクシー推進協
議会

－ 随意契約（企画競争） 14,990,000 令和4年7月15日

オンデマンド方式での自律航行水上タクシーと、スマートフォンで完
結する予約システムを組合せて、島民生活の利便性向上及び来
島需要への対応を同時に達成しうる新たな水上交通の在り方を考
察する実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421
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171
令和4年度スマートアイランド推

進実証調査業務（長島町）
長島町未来技術地域実装協議会 － 随意契約（企画競争） 10,006,700 令和4年7月15日

VR技術等の活用により島の魅力を伝え、相談対応を行う体制を構
築し、移住・定住検討者の不安・疑問を解消しつつ着実に移住・定
住に繋げていく仕組みの構築可能性について実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

172
令和4年度スマートアイランド推
進実証調査業務（隠岐の島）

隠岐の島コミュニティデザインコンソーシアム － 随意契約（企画競争） 7,353,500 令和4年7月15日

西郷港周辺地域の賑わい回復と活性化、定住人口の維持といった
島の課題を解決すべく、「高速通信環境の整備によるまちづくり拠
点のデジタル化」、「小中高校生を対象としたリアルとオンラインのハ
イブリッド授業」の２つの手法を組み合わせた実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

173
令和４年度改正半島振興法の
施行状況の評価のための調査

公益財団法人
未来工学研究所 4010605000134

随意契約（企画競争） 4,999,500 令和4年7月15日

令和6年度末の法期限を念頭に置きながら、国において行う現行
法の施行状況の評価のために必要となる以下の事項について調査
を行う。
○他の条件不利地域の振興策との比較等
○半島税制の効果検証
○半島振興法の法期限に向けた調査事項等の検討

令和５年３月に調査報告書を作成予定
国土政策局
地方振興課 半島振興室
tel：03-5253-8425

174
令和４年度　土地分類基本調
査（土地履歴調査）管理業務

株式会社パスコ 5013201004656 一般競争入札 18,150,000 令和4年8月5日

国土調査法に基づく「土地分類基本調査（土地履歴調査）」を実施
するにあたり、有識者等を構成員とする委員会等を設置し、土地履
歴調査の調査手法等の検討及び利活用促進の検討等を行うととも
に、地区ごとの調査方法の統一や成果の品質確保等に関わる技術
的なとりまとめを行うものである。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課国土管
理企画室
専門調査官
tel:03-5253-8111
（内線29-853）

175
令和4年度スマートアイランド推

進実証調査業務
（鳥羽市）

TRIMet推進協議会 － 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年9月27日

ICT技術を活用した離島のサービス付き高齢者向け住宅化構想を
推進するにあたり、コミュニケーションロボット（以下、BOCCO（ボッ
コ））および各種センサーを離島の高齢者宅へ設置する。日々の声
掛け、生活相談や安否見守りを実施することで、生活における満足
度の影響変化を調査する。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

176
令和4年度スマートアイランド推

進実証調査業務
（八丈町）

八丈島スマートアイランド推進コンソーシアム － 随意契約（企画競争） 14,971,000 令和4年9月27日

センサ技術等を活用し、その得られたデータをもとに防災プラット
フォーム、監視ツールを開発する。開発後の職員による実利用をも
とにした職員の負担軽減効果、防災力向上効果検証の実施、ガイ
ドライン作成等の離島パッケージに向けた実証調査を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

177
令和4年度スマートアイランド推

進実証調査業務
（五島市）

五島スマートアイランド推進協議会 － 随意契約（企画競争） 10,000,001 令和4年9月27日

５Gによる高速通信を使用し、水中ドローン（ROV:Remotely
Operated Vehicle）を遠隔操作してウニの一種であるガンガゼの駆
除を行う。人によって行っていたガンガゼ駆除を省人化することで、
漁業従事者等の負担軽減を図り、藻場の再生ひいてはゼロカーボ
ンに取り組むサステナブルな島の実現につなげることが可能かどう
かについて調査検証を行う。

令和5年3月中旬
国土政策局離島振興課振興係
tel:03-5253-8421

178
令和４年度地下水資料収集業

務
（一社）全国さく井協会 2010005003136 一般競争入札 3,047,000 令和4年10月20日

令和３年度調査以降に設置された全国の井戸のうち、主に深度
30m以上の水井戸について、資料を収集・整理し、それらの情報の
精度、既存資料との整合性等を検証した上で、数値化した帳票
データを作成するものである。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課国土管
理企画室
企画調整係
tel:03-5253-8111
（内線29-824）

179
半島食材を活用した産品開発

試行支援業務
（株）アップフロントクリエイト 4010401090949 随意契約（少額随契） 570,000 令和4年11月17日

半島地域の基幹産業である農水産業の規格外の食材を活用した
商品開発の試行に関する一連の業務を円滑に進行するために実
施する。
○半島地域の食材を活用した商品開発
○調整業務等

令和５年３月に調査報告書を作成予
定。

国土政策局
地方振興課　半島振興室
tel:03-5253-8425

180
５万分の１土地分類基本調査

索引図作成等業務
内外地図（株） 2010001025159 随意契約（少額随契） 954,800 令和4年12月8日

５万分の１土地分類基本調査（都道府県調査）について、調査範
囲の索引図を作成し、成果閲覧時の利便性を向上させることを目
的とする。合わせて、利用者から指摘等のあったデータの不具合等
について修正を行うものである。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課国土管
理企画室
専門調査官
tel:03-5253-8111
（内線29-853）

181
令和４年度　国土調査成果の

データ更新等業務
内外地図（株） 2010001025159 随意契約（少額随契） 984,500 令和4年12月22日

令和３年度に実施した国土調査の成果等について、国土調査の
Webページに登録することを目的として、必要なデータ加工及び
Webページへの掲載作業を行うものである。

令和５年３月公表予定

国土政策局総合計画課国土管
理企画室
専門調査官
tel:03-5253-8111
（内線29-853）

182
令和５年地価調査業務に係る
データ集計、分析等業務

（株）インテック 2230001000255 一般競争入札 3,675,859,304 令和4年4月1日 令和4年12月9日

　地価公示法の規定に基づき行う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る各種データの集
計、分析を行う。
　国土利用計画法施行令９条に基づき、各都道府県が行う毎年7
月1日における基準地の調査結果の提供を受けて、各種データの
集計・分析を行う。

・令和５年地価公示については、
令和５年３月公表予定
・令和４年都道府県地価調査につい
ては、令和４年９月２１日公表
https://www.mlit.go.jp/totikensan
gyo/totikensangyo_fr4_000044.ht
ml

不動産・建設経済局
地価調査課　公示係
tel：03-5253-8379

183
令和５年土地基本調査に係る
法人土地・建物基本調査の準
備等業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 223,993,000 令和4年4月1日

令和５年に実施予定の法人土地・建物基本調査の円滑な実施に
向け、令和３年度に実施した法人土地・建物基本調査令和３年予
備調査の検証結果等を踏まえ、調査項目の検討、集計の基本設
計、調査関係資材の原案作成、調査関係システム・電子調査票等
の開発、実査の作業手順・環境の検討、広報手法の検討、調査対
象者名簿の整備等を行う。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 統計係
TEL03-5253-8353

184
令和４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） 99,998,999 令和4年4月1日

外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実施を図るため、
特定監理団体・受入企業に対する巡回指導、外国人就労者に対
する母国語電話相談、適正監理計画審査補助、制度周知、優秀
者表彰を実施する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課監理指導係
tel:03-5253-8280

185 令和５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） 41,850,600 令和4年4月1日

　地価公示法の規定に基づき行う１月１日現在の標準地の価格判
定のため、鑑定評価員、分科会幹事及び代表幹事が作成する各
種データ及び資料の取りまとめや鑑定評価手法の適用に係る分
析・調整等について、検討を行う。

令和５年３月公表予定
不動産・建設経済局
地価調査課　公示係
tel：03-5253-8379

186
令和５年土地基本調査に係る
法人土地・建物基本調査の標
本設計等業務

（公財）統計情報研究開発センター 1010005018944 随意契約（企画競争） 22,847,000 令和4年4月1日
令和５年に実施予定の法人土地・建物基本調査の適正かつ効果
的な実施に向け、的確な母集団整備手法、適正な標本設計を検
討し、調査対象者名簿の作成等を行う。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 統計係
TEL03-5253-8353

187
Ｇ空間プラットフォームシステム
を活用した国土数値情報の流
通・利用促進業務

Ｇ空間プラットフォームシステムを活用した国
土数値情報の流通・利用促進業務社会基盤
情報流通推進協議会・価値総合研究所共同
提案体（代表者：（一社）社会基盤情報流通推
進協議会）

7020005011554 随意契約（企画競争） 21,978,000 令和4年4月1日

国土数値情報について、さらなる利用促進が図られるよう、プラット
フォームシステムを活用して、今後のデータセットの公開及び提供
方法のあり方について調査及び検討を行い、その成果の実装を行
い、利用者の利便性を向上するようなあり方を実現する。また、近
年の社会課題である、多発化・激甚化する自然災害への対策に資
するサービスの提供及び不動産リテラシー向上の一助となるアプリ
ケーションの検討提供を行う。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 GIS係
TEL03-5253-8353

188
令和４年度　建設技術者の人
材確保・育成に関する調査検
討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 19,800,000 令和4年4月1日 効率的かつ適正な施工管理の実現に向けた技術者制度の見直し
に関する調査検討を行う

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
建設業課
tel：03-5253-8111

189
令和４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） 15,840,000 令和4年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う。

令和５年４月公表予定

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

190
令和４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） 14,993,000 令和4年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
査を行う。

https://www.mlit.go.jp/totikensan
gyo/totikensangyo_tk4_000050.ht
ml

不動産・建設経済局
地価調査課企画係
tel：03-5253-8377

191
令和４年度土地取引情報座標
付与検討業務

（株）ゼンリン 5290801002046 随意契約（企画競争） 13,200,000 令和4年4月1日

　不動産価格指数（住宅・商業用不動産）の速報性を保ちつつ精
度を向上させるため、取引された不動産について指数の算出に必
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う。

令和５年４月公表予定

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

192
令和４年度建設工事に係る資
材の再資源化に関する調査検
討業務

（一財）先端建設技術センター 1010005002873 随意契約（企画競争） 12,980,000 令和4年4月1日
建設リサイクル法の施行状況や、建設資材の再資源化等につい
て、調査・検討および課題の整理を行う。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
建設業課
tel：03-5253-8111

193
令和４年度建設労働需給調査
及び主要建設資材需給・価格
動向調査集計業務

（株）CCNグループ 3010001181141 一般競争入札 4,840,000 令和4年4月1日

○労働需給調査
⇒建設技能労働者の需給状況等を職種別・地域別に把握すること
により、建設業者の技能労働者確保に資するとともに、円滑な公共
事業の執行及び建設労働対策をすすめるための調査を毎月実
施。
○主要建設資材需給・価格動向調査
⇒建設事業の円滑な推進を図るため､主要建設資材の需給､価
格､在庫の変動状況を把握する調査を毎月実施。

○労働需給調査
⇒建設労働需給調査をまとめた調
査報告書を毎月作成している。
【成果物を掲載しているHP】
https://www.mlit.go.jp/toukeijouh
ou/chojou/rodo.htm
○主要建設資材需給・価格動向調
査
⇒主要建設資材の需給､価格､在庫
動向をまとめた調査報告書を毎月作
成している。
【成果物を掲載しているHP】
https://www.mlit.go.jp/toukeijouh
ou/chojou/mon.htm

○労働需給調査
⇒不動産・建設経済局建設市場
整備課建設キャリアアップシステ
ム推進室企画係　TEL:03-
5253-8283
○主要建設資材需給・価格動向
調査
⇒不動産・建設経済局建設市場
整備課　資材係　TEL:03-
5253-8283

194
令和４年度既存住宅販売量指
数の算出・公表関連業務

（一財）土地情報センター 2010005016674 随意契約（企画競争） 4,492,400 令和4年4月1日
　登記データを活用した既存住宅販売量と法人取引量のデータ作
成と継続的な公表を行うとともに、法人取引量については本格運用
に向けた検討を行う。加えて、土地取引動向指数の算出を行う。

令和５年４月公表予定

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

195
令和４年度不動産価格指数の
分析・公表関連業務

（一財）日本不動産研究所 2010405009567 随意契約（企画競争） 2,959,000 令和4年4月1日
　不動産情報の拡充のため、既に公表を行っている不動産価格指
数（住宅用・商業用不動産）の分析・公表関連業務を行う。

令和５年４月公表予定

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

196
令和４年度中堅・中小建設企
業の海外進出支援業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 12,980,000 令和4年4月6日

中堅・中小建設企業の海外展開を支援するため、次を実施。①海
外事業計画策定支援　②建設業の海外展開に係る無料相談窓口
運営　③情報提供セミナー開催　④中堅・中小建設業海外展開推
進協議会（JASMOC）の総会等開催

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課国際調整係
tel:03-5253-8280

197
令和４年度賃貸住宅管理業務
に関する実態把握に係る調査
検討業務

（株）ニッセイ基礎研究所 3010001025942 随意契約（企画競争） 9,636,000 令和4年4月8日

賃貸住宅管理業者等、賃貸住宅経営者及び入居者に対してアン
ケート実態調査を行い、業務形態やトラブル事例等の実態を集計・
分析し、今後の賃貸住宅管理業法改正の必要性及び改正に向け
た課題について検証する。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
参事官付　特定賃貸事業適正化
係
tel：03-5253-8111（25133）



【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
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法人番号 契約形態の別 契約金額 契約締結日
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令和4年度 委託調査費に関する契約状況

198
令和４年度建物移転料算定要
領の見直し検討業務

（一財）公共用地補償機構 3010005018876 随意契約（企画競争） 9,460,000 令和4年4月8日

国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に規定する建
物の移転料は、「建物移転料算定要領」（以下、建物要領）を適用
して調査算定を行うこととしているところであるが、正当な補償を確
保しつつ用地業務の合理化・迅速化を図るため、建物調査算定方
法の合理化を検討し、建物要領の見直しを検討するものである。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
土地政策課公共用地室補償基
準係
tel：03-5253-8270

199
令和４年度賃貸住宅管理業法
等の円滑な運用のための普及
促進・運営業務

（株）船井総研コーポレートリレーションズ 4120001180783 随意契約（企画競争） 7,981,050 令和4年4月8日
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項
について、賃貸住宅管理業を営む者等に広く周知・普及を図るため
の効果的・具体的な手法の検討及び実施を行う。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
参事官付　特定賃貸事業適正化
係
tel：03-5253-8111（25133）

200
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）
110,000,000 令和4年5月16日

　取引価格情報の提供に関する作業のうち、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、調査関係資料の
作成、公表用データの整備及びその他必要に応じたデータ整備等
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
法等の改善の検討を行う。

令和５年４月公表予定

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

201
令和４年度土地・不動産情報
ライブラリ（仮称）の構築に関す
る検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 44,990,000 令和4年5月16日
土地･不動産情報を可視化するWebGISシステム(土地･不動産情
報ライブラリ(仮称))の構築に向けた､情報の提供のあり方及び具体
的な提供方法の検討を行う。

令和6年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 土地･不動産情報係
TEL03-5253-8353

202

令和４年度地域において所有
者不明土地対策に取り組む法
人の普及に向けたモデル調査
等業務

（株）日本能率協会総合研究所 5010401023057 随意契約（企画競争） 27,986,000 令和4年5月30日

所有者不明土地等の対策に取り組む法人の活動について、モデル
調査（支援）を通じて取組のノウハウを蓄積するとともに成果を公表
し、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度の活用を
念頭におきつつ、地域において所有者不明土地対策に取り組む法
人の普及を図る。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局土地政策課
政策第一係
tel：03-5253-8290

203

令和４年度　国土強靱化の基
礎となる公共交通関連の地理
空間情報の更新手法検討及び
品質管理業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 17,930,000 令和4年6月1日
国土強靭化の基礎となる公共交通関連の地理空間情報のうち、全
国のバス停留所及びバスルートに関するデータについて、原典資料
を収集し国土数値情報として更新する。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 国土情報係
TEL03-5253-8353

204
令和４年度新しい時代の流れ
に応じた不動産投資市場の形
成促進に向けた調査検討業務

（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 5,995,000 令和4年6月1日
クラウドファンディングを活用した案件の形成支援、クラウドファン
ディングを活用した不動産特定共同事業に係る実務手引書の作
成・周知。

令和５年4月公表予定

不動産・建設経済局
不動産市場整備課不動産投資
市場整備室
地域不動産投資促進係
tel：03-5253-8111（25156）

205
２０２２年中富良野町・津南町
における入札契約改善推進事
業に係る発注者支援業務

明豊ファシリティワークス（株） 7010001072436 随意契約（企画競争） 22,990,000 令和4年6月8日

本業務は、事業の対象となる中富良野町及び津南町が発注者とし
ての体制や、地域の実情等に応じて入札契約制度等の改善を推
進できるよう、地方公共団体に対して専門家等を派遣し、課題の整
理、新たに導入、あるいは改善すべき入札契約制度等において必
要となる検討の支援等を行うことにより、入札契約の適正化を推進
し、その知見と成果を全国に展開することを目的とするものである。

令和５年４月公表予定

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）

206
不動産におけるＳ（社会課題）
分野等へのＥＳＧ投資の促進に
向けた調査及び検討業務

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 11,994,444 令和4年6月8日

　不動産におけるESG投資促進に向け、S（社会課題）分野に関す
る評価項目、評価方法及びその指標に関する情報開示について整
理するため、検討会の開催支援及び調査を行い、資料（ガイダン
ス）作成を行う。また、令和５年度の「不動産分野TCFD対応ガイダ
ンス（R3.3）」改訂に向け、対応方針の検討を行う。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
不動産市場整備課
市場整備係
tel：03-5253-8375

207
２０２２年柏崎市における入札
契約改善推進事業等に係る発
注者支援業務

明豊ファシリティワークス（株） 7010001072436 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年6月8日

本業務は、事業の対象となる柏崎市が発注者としての体制や、地
域の実情等に応じて入札契約制度等の改善を推進できるよう、地
方公共団体に対して専門家等を派遣し、課題の整理、新たに導
入、あるいは改善すべき入札契約制度等において必要となる検討
の支援等を行うことにより、入札契約の適正化を推進し、その知見
と成果を全国に展開することを目的とするものである。

令和５年４月公表予定

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）

208
令和４年度我が国不動産企業
の国際展開支援業務

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） 9,999,990 令和4年6月8日
我が国不動産企業等の海外進出に際して一層の制度整備が望ま
れる分野に関する調査・分析の実施及び、海外不動産業官民ネッ
トワークの会合・対象国との二国間会議等の開催等。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課国際規格係
tel:03-5253-8280

209
２０２２年度入契法及び品確法
に基づく実施状況調査支援等
業務

社会システム（株） 1013201015327 随意契約（企画競争） 10,659,000 令和4年6月8日 令和4年11月21日

本業務は、入契法第19条の規定により、公共工事の発注者に対し
て国土交通省、財務省及び総務省の連名で毎年度実施する調査
（以下「入契調査」という。）及び品確法第22条の規定に基づき定
められた運用指針により、公共工事の発注者に対して国土交通省
が毎年度実施する調査（以下「運用指針調査」という。）について、
調査票の改修、調査票の回収・集計及び調査結果の公表資料作
成等を支援することを目的としている。

令和５年４月公表予定

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）

210
令和４年度建設資材労働力需
要実態調査業務

（株）スパー・エフエム・ジャパン 8010401085714 一般競争入札 5,830,000 令和4年6月15日
建設事業の円滑な推進を目的とし、建設資材や労働力の使用量
(原単位)を把握する調査を実施。

令和5年5月公表予定
不動産・建設経済局建設市場整
備課　資材係　TEL:03-5253-
8283

211
不動産ＩＤの利活用促進・情報
連携促進に向けた検討業務

日建設計総合研究所・ゼンリン共同提案体
（代表者：（株）日建設計総合研究所）

7010001007490 随意契約（企画競争） 12,980,000 令和4年6月16日

不動産IDの利活用促進に向けて、IDのユースケース・メリット調査を
実施するとともに、IDに用いる不動産番号の簡易・低廉な確認手法
のあり方及び国・自治体等が保有するデータベース等とIDの連携の
あり方に関する調査・分析を行う。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
不動産市場整備課
情報整備係
tel：03-5253-8382

212
不動産取引情報提供システム
に関する調査検討及びコンテン
ツ拡充等業務

（株）ウィシェア 4010001170894 一般競争入札 13,200,000 令和4年6月21日 令和4年11月15日

レインズ上の成約価格を基にした不動産取引情報提供システム
（（REINS Market Information　通称RMI）について情報開示（コンテ
ンツ）の拡充等を目的とした調査検討及び改修を実現することで、
消費者にとって有益で利便性の高い情報開示体制を構築し、不動
産流通市場の活性化と住宅等のストック資産の活用を図るための
取組を推進するもの。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
不動産業課　情報整備係
tel：03-5253-8111（25126）

213

不動産取引の完全オンライン
化の実態並びにそれに伴う制
度的対応及び先進技術の導入
に係る調査・検討業務

（株）クニエ 9010601030238 随意契約（企画競争） 9,900,000 令和4年6月23日

令和４年５月に可能となった不動産取引の完全オンライン化に関し
て、実取引における契約締結時書面等の電磁的交付の実態調査
を行うとともに、取引態様・ビジネスモデルの変化を検討した上で、
制度的に対応すべき点について整理を行う。また、消費者・宅建業
者を含めた関係者の取引コストを低減させ、生産性向上に資する
不動産DXを推進するため、具体的な先進的手法を調査する。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
不動産業課　流通企画係
tel：03-5253-8111（25118）

214
建設産業における建設キャリア
アップシステムを活用した女性
の定着促進支援業務

（一財）建設業振興基金 2010405010376 随意契約（企画競争） 14,999,765 令和4年7月1日

建設キャリアアップシステム（CCUS）未登録業者・女性未登録技能
者に係る登録・運用支援を行うとともに、女性技能者のCCUS活用
促進に係るモデル事例を作成し、支援事例及びモデル事例の水平
展開を行う。

令和5年4月公表予定
不動産・建設経済局建設市場整
備課
tel：03-5253-8281

215
不動産流通市場活性化に向け
た不動産情報の活用に関する
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
（同）

3010001076738 随意契約（企画競争） 9,999,990 令和4年7月5日

不動産流通市場の透明性及び信頼性を確保するに当たっては、
当該取引対象となる不動産の情報及び過去の成約情報の量及び
質を充実及び活用が重要であることから、不動産流通促進のため
に、我が国における不動産情報の蓄積の実態について調査・分析
するとともに、他国の事例等や、個人情報保護の観点を踏まえた情
報の加工方策を調査・分析し、不動産情報の活用のあり方を検討
する。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
不動産業課　情報整備係
tel：03-5253-8111（25126）

216
空き家・空き地の流通促進に
関する調査検討業務

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） 10,978,899 令和4年7月6日 令和4年9月7日

空き家・空き地の円滑な流通のため、実際の宅地建物取引業者の
業務の詳細及び報酬の現状について調査し、検証する。その上で、
空き家等を取り扱う宅地建物取引業者が、適切に業務を遂行でき
るよう、報酬制度に関する調査検討を行うとともに、全国版空き家・
空き地バンクへの参加促進業務を実施する。

令和５年４月公表予定
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）

217
地域建設企業の経営課題（Ｄ
Ｘ、事業継承等）解決に関する
支援及び調査検討業務

しんきん地域創生ネットワーク（株） 3010001219429 随意契約（企画競争） 9,995,810 令和4年7月14日

建設産業に精通した中小企業診断士等の専門家よりアドバイスを
受けられる「相談支援」、また、特に中小中堅建設企業が抱える課
題解決の参考となるモデル性の高い取組を重点的に支援する「重
点支援」を実施する。また、事例集を作成し、効率的な横展開を実
施する。

令和5年4月公表予定
不動産・建設経済局建設市場整
備課
tel：03-5253-8281

218
我が国建設企業のＭ＆Ａを活
用した海外事業展開に関する
調査業務

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） 5,489,000 令和4年7月14日

我が国建設企業等が海外展開を進める上で有力な手段である、
現地企業とのＭ＆Ａによる海外展開に関する調査を行う。具体的に
は、Ｍ＆Ａによる海外展開事例についてヒアリング等による調査を実
施し、その有効性及び留意点、課題等を整理するとともに、Ｍ＆Ａ
を活用し海外展開を進めていく上で求められる企業側及び政府側
の具体的取組みについて検討する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課国際企画係
tel:03-5253-8280

219
建設業における安全衛生対策
項目の確認表検討等業務

（株）日本アプライドリサーチ研究所 6010001009455 随意契約（企画競争） 8,486,500 令和4年7月20日

建設工事の注文者と受注者間における安全衛生対策項目の確認
表の活用を広く進めていくために、確認表を検討する委員会におけ
る運営補助と資料作成を行うほか、確認表案及び広報資料の検
討を行うものである。

令和5年４月公表予定

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

220
令和４年度効率的手法導入推
進基本調査（秋田県大仙市）に
関する業務

朝日航洋（株） 7010601041419 一般競争入札 31,900,000 令和4年7月27日

国土調査法に基づき実施する効率的手法導入推進基本調査リ
モートセンシングデータ活用型地区において、航空レーザ測量等の
手法を活用して調査を実施することにより、今後、市区町村等が実
施する地籍調査の基礎となる資料等を整備する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
地籍整備課計画第二係
tel：03-5253-8384

221
令和４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 随意契約（企画競争） 7,675,877 令和4年7月29日

土地基本法第18条に基づき、国及び地方公共団体が土地の利用
及び管理の状況等に関し調査を実施し、資料を収集することに資
する取組として、土地の資産としての有利性に関する意識、土地取
引や土地の所有、利用及び管理に関する意識など、国民の土地に
関する意識を的確に把握する。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局土地政策課
政策第一係
tel：03-5253-8290

222
不動産鑑定評価における災害
リスク及び災害対策の反映方
法についての検討調査

（公社）日本不動産鑑定士協会連合会 7010405010470 随意契約（企画競争） 4,889,500 令和4年8月3日

災害リスクが不動産価値に影響を与えるメカニズムの検討・整理ハ
ザードの種類（地震、洪水、土砂災害等）により生命・財産への被害
の発生する様相が異なることに着目しながら、既存の研究等も参考
にしながら、災害リスクが不動産価値に影響を与えるメカニズムを
検討・整理する。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
地価調査課　不動産鑑定士係
tel：03-5253-8378

223
令和４年度　社会保険の加入
及び賃金の状況等に関する調
査業務

（株）日本アプライドリサーチ研究所 6010001009455 随意契約（企画競争） 9,982,500 令和4年8月3日
社会保険加入を徹底・定着させる取組等をふまえ、社会保険加入
や法定福利費、賃金の状況、ＣＣＵＳの状況等を調査することによ
り、必要な施策等を検討するための基礎データとする。

令和5年4月公表予定

不動産・建設経済局建設市場整
備課　建設キャリアアップシステ
ム推進室  普及推進係
tel:03-5253-8283

224
令和４年度効率的手法導入推
進基本調査（京都府京丹波
町）に関する業務

（株）かんこう 1120001007221 一般競争入札 31,350,000 令和4年8月5日

国土調査法に基づき実施する効率的手法導入推進基本調査リ
モートセンシングデータ活用型地区において、航空レーザ測量等の
手法を活用して調査を実施することにより、今後、市区町村等が実
施する地籍調査の基礎となる資料等を整備する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
地籍整備課計画第二係
tel：03-5253-8384

225
建設業の生産性向上に関する
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） 4,950,000 令和4年8月9日

個別にBIMが構成されている設計・施工・維持管理の各生産プロセ
スにおいて、特に施工段階で一貫したBIMモデルの活用を可能とす
るため、過年度に抽出した課題及び考察した効果等も踏まえ、コス
ト削減・生産性向上等の効果検証や運用上の課題抽出を行い、施
工段階におけるBIMの活用を促進するための方策について、「建築
BIMの将来像と工程表」（令和元年９月建築BIM推進会議策定）の
改定も含めてさらに検討を進める。

令和5年4月公表予定
不動産・建設経済局建設業課
tel：03-5253-8277

226
令和４年度効率的手法導入推
進基本調査（島根県出雲市）に
関する業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 53,020,000 令和4年8月22日

国土調査法に基づき実施する効率的手法導入推進基本調査リ
モートセンシングデータ活用型地区において、航空レーザ測量等の
手法を活用して調査を実施することにより、今後、市区町村等が実
施する地籍調査の基礎となる資料等を整備する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
地籍整備課計画第二係
tel：03-5253-8384

227
令和４年度　技術検定試験等
の電子化に係る調査検討業務

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
（株）

1011101015050 随意契約（企画競争） 10,991,200 令和4年8月22日

建設業法に基づく国家試験において、受検要件となっている実務
経験年数が不足している者、複数の技術検定で重複した実務経験
を申請している者が受検し、資格を取得するなどの事態が発生し
た。こうした状況を受け、学識有識者等を委員とする「技術検定不
正受検防止対策検討会」を開催し、再発防止に関して提言を受
け、検討を進めてきたところである。
本業務は、本検討会からの提言等を踏まえ、受検申請書類の電子
申請化及び既存データベースとの連携に向けたシステム化の検討
を行うものである。

令和５年４月公表予定
不動産・建設英財局
建設業課　技術検定係
℡03-5253-8111(24755)
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228
令和４年度人流データの可視

化等検討調査業務
国際航業（株）東京支店 9010001008669 随意契約（企画競争） 16,940,000 令和4年8月31日

人流データの流通促進及び利活用拡大を図るため、データ形式、
ファイル形式の汎用性向上のための調査・検討を行うとともに、可
視化ツールの試作を行う。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 国土情報係
TEL03-5253-8353

229
地下空間の利用における環境

保全対策検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 4,818,000 令和4年9月13日

本業務は、シールド工法によって地下空間を公共公益事業のため
に利用する上での環境保全への配慮について、施工中及び供用後
における周辺環境保全の事例収集及び、環境保全調査について、
地下水及び地盤変位等に係る予測調査及び影響予測等に関する
最新の技術的知見の収集・分析を行い、得られた情報をもとに、大
深度地下使用認可の審査上の留意点等をまとめる。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
総務課 土地収用管理室
tel:03-5253-8399

230

令和４年度金融技術の進展等
を踏まえた不動産投資市場の
環境整備に向けた調査検討業

務

（株）野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年9月21日
不動産特定共同事業においてブロックチェーン技術を活用する際
の技術的安全性や組織管理体制検討に向けた論点整理、金融事
業者等へのヒアリング等を行う。

令和５年４月公表予定

不動産・建設経済局
不動産市場整備課不動産投資
市場整備室
地域不動産投資促進係
tel：03-5253-8111（25156）

231
令和４年度人流データ普及の
ための利活用促進検討業務

（株）価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 5,199,700 令和4年9月26日

地方公共団体等における人流データの更なる活用を促進するた
め、新たな分野を含めた先進的な人流データの活用事例の調査・
整理を行うとともに、令和3年度に作成した「地域課題解決のための
人流データ利活用の手引き」を改訂する。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 国土情報係
TEL03-5253-8353

232
令和４年度土地利用の動向等

に関する調査業務
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

（同）
3010001076738 随意契約（企画競争） 2,999,700 令和4年10月24日

近年、我が国ではデジタル社会の実現に向け、デジタル社会形成
基本法の制定やデジタル田園国家都市構想基本方針の策定など
様々な取組を進めている。土地政策分野においてもデジタル技術
の活用が求められていることから、デジタル技術を活用した適正な
土地利用及び管理に係る国、地方公共団体及び民間によるこれま
での取組や最新の動向等について調査・分析する。

令和５年６月公表予定
不動産・建設経済局土地政策課
政策第一係
tel：03-5253-8290

233
令和４年度海外の建設関連基

準に関する調査等業務
（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 2011001100372 随意契約（企画競争） 7,999,200 令和4年11月14日

我が国建設企業の海外展開を支援するため、今後更なる進出が
期待される５ヵ国を対象に、日本企業が優位性を有する技術及び
技術展開における課題を整理し、相手国への技術紹介資料の作
成、日本の技術基準及び必要に応じて関連法の翻訳を行う。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課国際調整係
tel:03-5253-8280

234
適正な工期設定等による働き
方改革の推進に関する調査検

討等業務
（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 28,600,000 令和4年11月16日

①民間発注工事における工期の実態調査等
　民間発注工事における工期の設定状況や課題等について実態
調査を行う。必要に応じて、関係者に対するヒアリングや意見交換
も実施する。
②「工期に関する基準」の周知徹底
　「工期に関する基準」について、リーフレットを作成するなどして、受
発注者双方への周知徹底を図る。必要に応じて、受発注者の理解
を促進するための説明会等を開催する。
③生産性向上事例の調査、普及・啓発等
　建設企業が先進的な経営戦略（業務の多角化やICTツールの活
用等）により経営を効率化させている事例等を調査し、事例集の横
展開を行うなど、効果的な普及・啓発を図る。

令和5年4月公表予定
不動産・建設経済局建設業課
tel：03-5253-8277

235
令和４年度鑑定評価モニタリン

グ実施状況等調査業務
（株）工業市場研究所 3010401009628 一般競争入札 1,058,750 令和4年11月24日 鑑定評価モニタリングにおける資料の集計、整理、分析をおこなう。 令和5年４月公表予定

不動産・建設経済局
地価調査課　鑑定評価監督係
tel：03-5253-8378

236

令和４年度　国土数値情報（洪
水浸水想定区域）の整備・公
開の加速化に向けた作業手法

の検討・設計業務

アジア航測（株） 6011101000700 一般競争入札 9,592,000 令和4年12月16日

国土数値情報（洪水浸水想定区域）の整備・公開を加速化させる
ための作業手法の検討及び多段階浸水想定図の整備に向けた
データの設計を行い、国土強靱化に資する災害リスク関連の地理
空間情報の充実を図る。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 国土情報係
TEL03-5253-8353

237
海外建設工事の関連コスト高
騰への対応実態と課題につい

ての調査等業務
（一社）海外建設協会 8010005018896 随意契約（企画競争） 2,499,970 令和4年12月20日

我が国建設企業が目下直面する課題として建設資材等の価格高
騰の実態や影響について、公開情報を踏まえた調査やアンケート
及びヒアリング調査等を実施し、調査結果をもとに、我が国の質の
高いインフラシステムの普及に直接的に貢献する建設産業の海外
展開のあり方について検討を実施する。

令和5年４月公表予定
不動産・建設経済局
国際市場課国際企画係
tel:03-5253-8280

238
土地・不動産ライブラリへの不
動産取引データ登録に向けた

コード突合手法検討業務
（一財）土地情報センター 2010005016674 随意契約（企画競争） 4,920,300 令和4年12月27日

不動産取引価格情報及びレインズ上の成約価格を基にした不動
産取引情報提供システム（RMI）の成約価格情報をライブラリ上で
表示・検索機能を付加させるにあたり、両システムから出力する
CSVデータのコード体系等を合わせたデータを作成する必要がある
ことから、不動産取引価格情報とRMI成約価格情報等における地
区コード及び駅コードの効率的な突合方法及び公表時等のメンテ
ナンス方法についての検討及びデータ整備を実施する。

令和５年４月公表予定
不動産・建設経済局
不動産業課　情報整備係
tel：03-5253-8111（25126）

239
令和４年度　ＧＩＳデータ利活用

調査業務
社会システム（株） 1013201015327 一般競争入札 3,289,000 令和4年12月27日

国土数値情報が、どのような利用をされているか、利用者のニーズ
としてどのようなものがあるのか等の実態について調査し把握すると
ともに、国土数値情報の整備における効率化について参考例を収
集し、その適用可能性について検討する。加えて、国土数値情報
ダウンロード時に実施しているアンケートについて、結果整理・とりまと
めを行い、課題やデータの有効性、今後の整備方針等整理する。

令和5年4月公表予定
不動産･建設経済局情報活用推
進課 国土情報係
TEL03-5253-8353

240

まちづくり分野における成果連
動型民間委託契約方式（ＰＦ
Ｓ・ＳＩＢ）の評価指標検討及び
地方公共団体への導入支援等
調査検討業務

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 24,980,340 令和4年5月9日

少子高齢化や人口減少に伴い、地方公共団体の財政状況が厳し
くなる中、まちづくりの分野においても、財政負担の削減と施策効果
の最大化を図る仕組みの導入が急務である。
令和２年12月20日付で閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」でも、まちづくりにおける新たな手法による金融支援と
して、「まちづくりにおけるソーシャル・インパクト・ボンド（ＳＩＢ）の活用
について検討する」としている。すでに、一部の地方公共団体では、
成果連動型の補助金と、当該補助金を償還財源とする民間投資
を連動させるような先進的な取り組みが生まれつつあり、こういった
取り組みを様々な主体によるまちづくり活動の促進のために活用し
ていくことが重要である。一方、このようなのまちづくりを進めるにあ
たっては、その成果を可視化し、目標に対する達成度を評価できる
ようにする必要があり、そのための評価指標の設定等が重要であ
る。
本業務では、まちづくり分野への成果連動型民間委託契約方式（Ｐ
ＦＳ・ＳＩＢ）の導入に向けて、参考となる情報を整備するとともに、導
入を具体的に検討する地方公共団体に対して専門家派遣等によ
る支援を行なうものである。あわせて、まちなかの居心地の良さや、
エリアマネジメント活動など周辺分野におけるまちづくりの成果を可
視化する検討を行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

241

都市の魅力向上に資する
ウォーカブル空間の形成及びエ
リア価値向上のための都市
サービス提供等の推進に関す
る調査・検討業務

（株）建設環境研究所 4013301013608 随意契約（企画競争） 13,959,000 令和4年5月9日

都市の魅力向上に向けた人々の多様なアクティビティ（飲食、散
歩、休憩等）を誘発する人中心の「居心地が良く歩きたくなる」まち
なか空間を形成するためには、官民が連携してのパブリック空間や
空き地、空き店舗の再生・利活用等による交流・滞在空間の形成
等が有効である。また、エリア価値向上のための都市サービス提供
においては、人々の生活様式の変化、デジタル化の進展といった状
況を踏まえ、都市アセットとして身近なまちなかに存在する既存のス
トックを最大限に利活用しつつ、多様化するニーズに応えていく必
要がある。
本業務においては、人中心の「居心地が良く歩きたくなる」まちなか
空間の形成に向けてパブリック空間や空き地、空き店舗の再生・利
活用等を実施している具体事例等を調査するとともに、エリア価値
向上のための都市サービス提供に必要な事項等を調査し、先進的
な取組等について全国規模での効果的な普及啓発方策を検討す
ることにより、都市の魅力向上に資するウォーカブル空間の形成の
推進に向けた水平展開、及びエリア価値向上のための都市サービ
ス提供等の推進を図ることを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

242
デジタル田園都市国家構想の
実現に資する都市再生施策の
方向性検討業務

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 15,950,000 令和4年5月12日

「成長と分配の好循環」や「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセ
プトとした新しい資本主義の実現に向け、『デジタル田園都市国家
構想』の実現に寄与する都市再生を今後進めていくことが求められ
ている。
デジタル田園都市国家構想の実現には、地方都市が経済活動・イ
ノベーション創出の拠点となるとともに、大都市が世界から企業や人
を集める国際競争拠点として、地方発のイノベーションの成長・発
展の場になることが重要であり、このためには、地方都市・大都市の
連携のもと、それぞれで地域の特色を活かした優良な都市再生を
促進することが必要だと考えられる。
本調査では、先進事例の収集、類型化や、その効果の分析等を
行った上で、デジタル田園都市国家構想の実現に資する都市再生
施策及び都市再生事業の方向性、これらに対する効果検証・評価
方法等について検討することを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

243
官民学連携による新たな都市
空間創造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） 18,988,200 令和4年6月1日

居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成など、都市の魅力や向上
を図るためには、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、民間まちづくり活動の担い手を発掘・育成するためには、「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、中小都市を含めた全国の地
方公共団体の職員に幅広く啓発を行うため、若手研究者等と連携
し、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。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

244
健康まちづくりの深化に向けた
方策検討業務

共同提案体（代）（株）日建建設総合研究所 ー 随意契約（企画競争） 18,997,000 令和4年6月1日

健康づくりの政府全体の基本方針である健康づくり運動プランにつ
いて、現在、次期プランの策定に向けて検討が進められているとこ
ろ、同プランの策定や、同プランに基づく各自治体での取組の促進
に向けて、まちづくり分野での具体的な取組方策を示すことが必要
である。
本業務においては、健康まちづくりに関する関係省庁等における最
近の取組やデジタル技術の進展等を踏まえ、心身の健康づくりの実
現に向けて取組んでいる各都市の取組や最新事例を基に、健康ま
ちづくりの推進に向けた都市政策のあり方について検討することを目
的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

245
令和４年度　盛土等の安全確
保に向けた総合的な検討業務

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） 81,994,000 令和4年4月1日

危険な盛土箇所に関する対策については、その実態を適切に把握
し災害防止のための対策を講じる必要があることから、既存の盛土
を効率よく抽出・把握する方法や崩落のおそれを判断するための
詳細調査の方法、対策工事の設計、施工方法等を検討する。ま
た、盛土による災害が発生した場合に、迅速かつ円滑な対策を行
えるよう、発災から対策までの流れや対策工事の適切な選定方法
等を検討し、自治体等が盛土の安全対策を円滑に進めるためのガ
イドラインを取りまとめる。
今後の危険な盛土等の発生の防止については、過去に発生した盛
土等の崩落事案や盛土等の設計・施工事例等を踏まえ、盛土等
の安全性を確保するために必要な設計・施工上の留意点や検査の
方法、留意点等について検討し、事業者、審査者等が設計・施工
や検査等の実務上参考とするための盛土等の設計・施工の運用マ
ニュアルを取りまとめる。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394
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246
令和４年度 復興事前準備主
流化検討調査

（株）オオバ東京支店 9013201001170 随意契約（企画競争） 14,696,000 令和4年4月1日

復興事前準備の取組事例調査及び着手・実施における課題把握
等をふまえた主流化方策の検討を行い、復興事前準備を主流化
するためのガイドラインにとりまとめることを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

247
ゆとりとにぎわいのあるウォーカ
ブル空間の創出の更なる推進
に向けた調査検討

共同提案体（代）　（公社）日本交通計画協会
他２社

- 随意契約（企画競争） 20,845,000 令和4年5月9日

国内外の事例調査等を踏まえ、立地適正化計画等関連する計画
との連携やウォーカブルな取組の新たな支援策、都市施設としての
あり方等を検討するとともに、広報・普及啓発等を実施することで、
ゆとりとにぎわいある「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出に向け
た取組のより一層の推進を図ることを目的とする。

令和5年４月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

248

自動運転技術を活用した都市
サービス展開のための都市イン
フラ再構築に関する調査検討
業務

共同提案体（代）　（株）日建設計総合研究所
他２社

- 随意契約（企画競争） 16,973,000 令和4年5月9日
自動運転技術の活用を通じた社会的受容性の醸成、自動運転技
術の導入促進に向けた都市政策のあり方及び早期実装に向けた
機運醸成の検討を行う。

令和5年４月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

249
社会情勢の変化を踏まえた駐
車場施策に関する調査検討業
務

共同提案体（代）　（一財）計量計画研究所
他２社

- 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年5月9日

駐車場に係る多様なニーズを把握し、駐車場に求められる施設や
機能、構造等のあり方や、エリアにおける地域特性を踏まえた駐車
対策のあり方等について、データや先進的な取組事例等の収集・
調査・分析を基にした検討を行い、まちの魅力向上に資する駐車
場施策の推進を図ることを目的とする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

250
自動運転技術に対応した駐停
車施設等のあり方検討業務

共同提案体（代）　パシフィックコンサルタンツ
（株）　他1社

- 随意契約（企画競争） 11,000,000 令和4年5月9日
自動運転技術を早期社会実装するための駐車場のあり方、及び、
自動運転技術等の普及による都市内の道路交通の変化に応じた
駐停車施設のあり方等について検討を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

251
連続立体交差事業の事業化支
援に向けた調査検討業務

共同提案体（代）　（公社）日本交通計画協会
他２社

- 随意契約（企画競争） 9,944,000 令和4年5月9日

連続立体交差事業の更なる着実な推進を図るため、現在、事業化
に向けた検討が進んでいる地区等について、今後の調整が円滑に
進める上で必要となる資料やデータ等を整理、分析し、情報提供を
図るなど適切な支援方法について検討を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

252
多様な主体の連携による公共
交通を軸としたまちづくりのあり
方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） 21,956,000 令和4年6月1日

ポストコロナの時代を見据えつつ、公共交通を軸としたコンパクトプラ
スネットワークの都市構造の実現に向け、国内外の事例調査や
ケーススタディ等を通じて、都市計画や交通計画にかかる各種法
制度等を整理・課題抽出するとともに、まちづくりと交通軸との連携
のあり方や関係者間の連携を促進するための仕組みづくりについて
検討することを目的とする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

253
自転車等の利用動向の変遷を
踏まえた都市交通施策に関す
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

- 随意契約（企画競争） 11,957,000 令和4年6月1日

都市内における、これまでの自転車等の利用動向の推移を分析す
るとともに、それをふまえた将来予測等に基づき、今後の利用動向
の変遷に関する検討を行う。また、その結果を踏まえ都市内におけ
る自転車等駐車場やシェアサイクル等の整備手法の検討を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

254
移動利便性の高いまちづくりを
支える海外の新たな都市交通
施策の事例調査検討

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 7,975,000 令和4年6月1日

移動利便性の高いまちづくりを支える新たな交通モードの事例につ
いて、コロナ禍での動向を含めた海外と国内での事例を調査・分析
し、我が国の今後の都市交通施策への活用の可能性及び我が国
の都市交通施策の海外展開の可能性検討を行う基礎資料とする
ことを目的とする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

255
２０２７年国際園芸博覧会にお
ける政府出展等の調査・検討
業務

プレック研究所・都市緑化機構共同提案体 - 随意契約（企画競争） 29,964,000 令和4年4月1日
本業務では、２０２７年国際園芸博覧会の開催に向け、政府出展の
実施及びＢＩＥ（博覧会国際事務局）の認定申請に向けた準備を進
めることを目的に必要な業務を行うものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

256
アルメーレ国際園芸博覧会及
びドーハ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） 11,979,999 令和4年4月1日

本業務では、実際に造園・緑化事業の海外展開を目指す関係機
関、民間企業等による積極的な出展協力を促すにあたり、国として
出展企画に係る全体的なコーディネートや現地調整、設計、整備
等の調整を行うものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

257
都市緑化等による温室効果ガ
ス吸収源対策に関する調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 10,681,000 令和4年4月1日

本業務ではパリ協定に基づく新たな枠組における、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
タ整理を行うとともに、パリ協定の枠組みに対応した算定方法の検
討のための調査等を行うことで、都市緑化等による地球温暖化対
策への貢献を促進することを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

258
都市公園ストックおよびユニ
バーサルデザインに関する調査
検討業務

（一社）日本公園緑地協会 8010005018756 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年4月1日

公園施設の長寿命化や維持管理・更新等に関する情報を収集、
分析した上で、課題の整理や対応策の検討等を行う。
都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第２版】の公表を
受け、都市公園におけるユニバーサルデザイン化の推進を図るた
め、公園管理者等の理解促進等のための資料の検討・作成等を
行う。
また、都市公園制度制定１５０周年に関する調査・資料作成等を実
施する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

259
都市公園における安全確保や
安全点検等に関する調査検討
業務

（一社）日本公園緑地協会 8010005018756 随意契約（企画競争） 7,975,000 令和4年4月1日

遊具の安全確保や安全点検に関する諸課題や対応方針について
整理し、有識者及び公園管理者等の意見を踏まえ、遊具指針及
び施設点検指針の改訂方針を検討するとともに、遊具指針の改訂
案を作成する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

260
都市公園の柔軟な管理運営の
あり方に関する検討調査業務

（株）創建 5180001118926 随意契約（企画競争） 13,915,000 令和4年4月1日
有識者検討会の運営を行いながら、官民連携による、より柔軟に都
市公園を使いこなすための質の高い管理運営のあり方等について
の検討を行うものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

261
海外日本庭園保全再生等を通
じた日本庭園に関する技術の
普及・啓発のあり方検討調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 15,980,000 令和4年4月1日

ニーズの高い海外日本庭園の修復を行うことで、保全再生に向け
た技術的な知見を蓄積するとともに、国際園芸博覧会など国内外
で開催される花と緑に関する行催事等の機会を積極的に活用し、
対日理解の促進やインバウンド促進等の観点からこうした日本庭園
に関する技術の国内外に向けた普及・啓発のあり方について調査
を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

262
グリーンインフラの取組の推進
に資する緑地施策等の調査検
討業務説明書

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年4月1日

本業務は、緑の基本計画をグリーンインフラの社会実装に向けた戦
略的計画とすべく地方公共団体への策定支援を踏まえて検討を行
うとともに、グリーンインフラの観点を踏まえて今後の緑地施策の検
討を行うことにより、公園緑地行政におけるグリーンインフラの取組
を推進することを目的とする

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394
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263

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

（一財）都市農地活用支援センター 5011105000160 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年4月1日

本業務では、地域固有の土地利用やまちづくりの課題等を踏まえ、
都市と緑・農が共生するまちづくりの観点から、特定生産緑地の指
定手続きや、都市農地の保全等に関する各種制度等を活用した
都市農地の活用・保全策について、全国的に推進するための現況
調査及び展開方策について検討し、その成果をとりまとめることを目
的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

264
先駆的な緑化関連技術開発の
ための実証調査業務

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 34,967,000 令和4年4月1日

本業務では民間の有する先駆的な緑化関連技術の確立とその全
国への普及を通じて緑化の質を確保するために、普及展開が期待
できる先駆的な緑化関連の技術開発を実施する事業者等を募集
し、技術開発結果の検証を行い、成果について取りまとめ、公表を
行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

265
都市公園等整備現況調査の実
施及び見直し検討業務

(株)ライテック 7011101057995 随意契約（企画競争） 15,983,000 令和4年5月9日

本業務は、令和３年度末時点における都市公園の整備現況を把
握するため、「都市公園等整備現況調査システム」を活用し、「都
市公園等整備現況調査」を実施する。また、都市公園を取り巻く昨
今の課題や新たなニーズ等を把握した上で、再来年度以降の「都
市公園等整備現況調査」の調査項目の見直し等について検討を
行うとともに、それに伴う「都市公園等整備現況調査システム」の改
修を行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

266
国営公園における持続的な管
理運営方策等の検討業務

(株)プレック研究所 5010001081785 随意契約（企画競争） 13,959,000 令和4年5月9日
本業務においては、官民連携の一層の推進、管理と利用を考慮し
た入園料の徴収、管理・運営の重点化の観点から、国営公園等の
現状・課題を踏まえた対応策を検討する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

267
令和４年度公園緑地工事積算
体系の更新等に係る調査検討
業務

(一社)日本公園緑地協会 8010005018756 随意契約（企画競争） 4,983,000 令和4年5月9日

本業務は、現在の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」を追加したことに伴う
公園緑地工事工種体系ツリー図、公園緑地工事用語定義集及び
公園緑地工事共通仕様書の３図書の改定（令和４年３月を予定）
を踏まえた調査検討を行うとともに、土木工事分野における積算大
系及び各種技術資料の改定等を踏まえた更新に必要な作業等を
行うことにより、公園緑地工事の円滑な施行等に資することを目的
とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

268
公園管理運営のスマート化の
推進方策に関する検討業務

公園管理運営のスマート化の推進方策に関す
る検討業務日本工営・国際航業共同提案体

- 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年5月9日

本業務においては、パークスマートチャレンジをはじめとした各国営
公園における取組状況、デジタル技術の開発動向等を踏まえ、点
検等の作業効率化、データに基づく管理運営の高度化、利用者
サービスの向上等の観点から、国営公園等をモデルとした公園管
理運営のスマート化を推進するための方策を検討する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

269
令和４年度都市公園における
官民連携及びモデル的取組等
の推進に関する検討業務

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） 8,965,000 令和4年5月9日

本業務は、都市公園における官民連携に係る制度の活用実態を
踏まえたさらなる活用拡大のための方策検討と、社会課題に対応
するための都市公園における先進的な取組のケーススタディを踏
まえ、社会課題対応型都市公園機能向上促進事業において支援
すべき施策や支援対象とする都市公園の選定に係る要件・基準等
の検討を行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

270
景観法制度活用推進等検討
調査

(株)アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 6,985,000 令和4年5月9日

本業務は、良好な景観形成の阻害となり得る要因に対した景観法
制度を活用した取組の推進や地方公共団体と事業者の間の手続
であって年間１万件以上の手続については、オンライン化に向けた
方針を検討する必要があるといった背景のもと、景観法制度の活
用実態を把握するとともに、制度を活用した良好な景観形成をさら
に推進するための調査、検討を行うものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

271

ガーデンツーリズムの効果的な
普及促進等を通じた観光振興
に資する庭園の管理・保全技
術の普及のあり方検討調査

（公財）都市緑化機構 9010005011405 随意契約（企画競争） 13,980,000 令和4年5月9日

本業務では、ガーデンツーリズム登録制度の運用及び国内外への
効果的な普及促進を行い、観光振興に資する庭園の管理・保全技
術の国内外に向けた普及のあり方について検討を行うとともに、国
内外で実施される各種みどり関連の催事と連携し、国内外からの
誘客促進を図るための調査検討を行うことを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

272
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

(一財)日本緑化センター 1010405001186 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年5月9日

本業務は地方公共団体における都市緑地法等に基づく制度の運
用状況について、前年度における取組みの実績に関するデータを
収集・整理するとともに、近年の都市緑地法及びその他関連制度
やデジタル技術等の活用事例の情報収集及び活用推進方策を検
討することで、都市における緑化の推進及び緑地の保全に係る施
策の充実を図ることを目的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

273
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） 9,999,000 令和4年6月1日

業務では、屋上緑化等の整備動向及び屋上緑化等を整備するに
あたってのインセンティブについて把握することを目的として、屋上
緑化・壁面緑化の施工実績等のデータ収集及び分析を行うととも
に、屋上緑化等の都市緑化の取組を更に普及させる上での、ESG
投資等の観点からの課題についての調査及び整理を行うことを目
的とする。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

274
令和４年度　カンボジアにおけ
る都市開発の案件形成推進調
査業務

㈱URリンケージ 3010001088790 随意契約（企画競争） 13,849,000 令和4年4月1日 令和4年8月8日

令和３年度調査においてカンボジア・プノンペンにおける都市開発パ
イロットプロジェクトの詳細計画等を作成しているところ、本パイロット
プロジェクトの実現に向け、関係者間の調整及びこれに必要な調査
を実施する。
また、令和３年度調査において検討を開始したカンボジア・プノンペ
ンにおける都市開発プロジェクト候補地について、本プロジェクトへの
本邦企業の参画に向け、基本計画の作成及びこれに必要な調査
を実施する。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

275

令和４年度　東南アジアにおけ
るスマート技術を活用したTOD
型都市開発の実現に向けた調
査・計画検討業務

令和４年度　東南アジアにおけるスマート技術
を活用したTOD 型都市開発の実現に向けた調
査・計画検討業務日本工営・東急共同提案体
代表者日本工営㈱

－ 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年6月1日

本業務では、東南アジアにおける本邦企業の進出が期待される
TOD型都市開発の更なる進展に向けて、TOD型都市開発の課題
解決に資する情報の収集、スマート技術に関する調査や実証事業
等を行い、その結果分析を踏まえて、本邦企業のスマートな技術・
ノウハウを活かせる手法を検討することにより、本邦企業による海外
プロジェクトの受注に繋げることを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

276
面整備事業における電柱増加
要因の詳細分析業務

共同提案体（代）　（株）オオバ東京支店　他１
社

9013201001170 随意契約（企画競争） 12,991,000 令和4年4月1日

関係省庁連携のもと実施されている新設電柱の増加要因調査の
詳細分析や、無電柱化に係る諸制度及び電気事業者の託送料金
約款改定の市街地開発事業等における実態調査を通じ、市街地
開発事業等における無電柱化の更なる推進に向けた調査・検討を
行う。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

277
令和４年度　地方都市における
市街地再開発の推進方策等に
関する調査・検討業務

共同提案体（代）（株）アール・アイ・エー　他2
社

6010401000963 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年4月1日
本業務においては、大規模な投資を伴わない市街地再開発の推
進に係る制度的課題や補助制度のあり方、事業完了後を見据えた
事業マネジメントのあり方等に関する検討を行う。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

278
都市アセット利活用に向けた土
地区画整理事業等のあり方検
討業務

（株）オオバ 東京支店 9013201001170 随意契約（企画競争） 12,991,000 令和4年5月12日

本業務においては、都市アセットである空地・空家対策としての小規
模区画再編の推進方策検討を行う。また、近年の土地区画整理
事業の傾向分析や事業後の土地の利活用を想定した事例の調査
収集・整理を通して、都市アセットの利活用手法等について検討を
行う。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394
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279

民間活力等を活用した市街地
整備によるエネルギー施策及
び防災・減災施策推進方策検
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） 9,762,258 令和4年5月12日

本業務においては、民間活力等を活用した市街地整備によるエネ
ルギー施策・防災対策の事例・効果の収集・分析を通して、それら
の担い手となりうる民間等の活力の活用方策検討、面的エネル
ギー導入や防災対策と合わせたDX施策との連携方策を検討す
る。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

280
デジタル社会に対応したエリア
価値向上方策検討業務

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） 20,955,000 令和4年5月12日
デジタル技術の活用やデータの地域循環、活動空間の管理・運用
の柔軟化等のエリアマネジメントの新たな展開方策及び支援方策に
ついて検討を行う。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

281
コンパクトシティの取組課題
の分析・横展開に関する検
討調査業務

コンパクトシティの取組課題の分析・横展
開に関する検討調査業務共同提案体

ー 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年4月1日 本業務では、公表された立地適正化計画の記載内容や運用状況の 令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

282
全国の都市交通特性に関す
る分析及びデータ提供のあり
方検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 34,991,000 令和4年4月1日

本業務では、第７回調査の結果データを用いて、全国の都市交通
特性等に係る多様な分析を行うと共に、多方面へのデータ利活用
の促進を図るために、都市政策ニーズ等に合わせたデータ整備・
提供のあり方について検討を行うものとする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

283
スマートシティの実装および
全国展開に関する調査・検
討業務

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年4月1日

本業務は、新技術やデータを活用し都市・地域の課題解決および
新たな価値の創出を目指すスマートシティの取組の実装および全
国展開を目的として、特定分野における目指すべきスマートシティ
モデルについて検討するほか、ホームページの作成を含むスマート
シティ官民連携プラットフォームの運営、ウェブセミナー開催等の普
及啓発活動を実施するものである。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

284
「都市活動調査」の体系構
築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） 31,955,000 令和4年4月1日

地方自治体が今後の都市政策検討等で実際に活用することのでき
るデータを効率的に調査できるよう、個々の活動を把握可能な「都
市活動調査」の調査手法の標準化や、調査の効率化につながるこ
とが期待されるオンラインを活用した調査手法の標準化等について
の調査・検討を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

285
都市活動に関するデータや
分析結果の利活用促進に
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） 29,876,000 令和4年4月1日

地方自治体やまちづくり団体等がデータを利活用した地域参加の
まちづくりプロセスの円滑化に向け、都市活動に関する統合的なプ
ラットフォーム構築に向けた検討・実装を行うとともに、データの分
析・見える化ツール等の深度化を図る。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

286

広域的観点からの取組等を
通じた地域まちづくりの推進
に向けた土地利用制度のあ
り方検討調査

株式会社アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 12,980,000 令和4年5月12日

本調査業務においては、広域的観点からの取組等を通じた地域ま
ちづくりを推進することを目的として、土地利用規制の強度の違い
等に起因する地域課題の実情把握等を通じて、土地利用制度の
あり方について検討を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

287
都市交通分野の海外展開
促進に向けた調査・支援業
務

都市交通分野の海外展開促進に向けた
調査・支援業務
日本工営・日本交通計画協会共同提案
体

ー 随意契約（企画競争） 15,917,000 令和4年6月6日

本業務では、都市交通システムの導入可能性がある国・地域に関
する情報収集、整理を行い、本邦企業が有する都市交通システム
の優位性及びセールスポイント、都市交通システム市場の動向等
を踏まえた海外展開戦略を検討する。また、先方政府関係者等に
対して日本の都市交通システムの優位性等を紹介するためのセミ
ナー企画等や、国内での官民情報共有のための研究会開催等を
行うことで、都市交通分野における本邦企業の海外展開を促進す
ることを目的とする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

288
都市開発分野の海外展開
促進に向けた調査・支援業
務

日建設計総合研究所・URリンケージ・オリ
エンタルコンサルタンツグローバル共同提
案体

ー 随意契約（企画競争） 15,928,000 令和4年6月6日

本業務では、都市化が進展し都市交通の計画・整備等が進む新興
国等において、日本が進めてきた都市交通と一体となった総合的
な都市開発を普及・展開することを目的として、都市開発に関する
国内外の事例や市場動向、ニーズ等について情報収集、整理を行
い、海外展開促進に向けた検討及び、先方政府関係者等の理解
を促すためのセミナー企画等を行う。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

289
開発事業における無電柱化
の推進に向けた具体的手法
等の調査検討業務

株式会社オオバ 9013201001170 随意契約（企画競争） 13,981,000 令和4年6月6日

本業務では、開発許可権者である自治体職員のほか開発事業者
の利用も視野に入れて、各種事例や費用負担に係る直近の動向
等を交えた無電柱化の実施上の留意事項等を示し、円滑な事業
推進に資するための「開発事業における無電柱化推進のためのガ
イドライン」（仮称）を作成・水平展開すること等を通じて、ノウハウ
の共有を図り、もって開発事業における無電柱化に積極的に取り組
むプレーヤーを増加させることを目的とする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

290
都市機能施設の効果的な
整備・運営方策検討業務

PwC アドバイザリー合同会社 7010001067262 随意契約（企画競争） 15,950,000 令和4年6月6日

本業務では、これまで及び今後の社会情勢の変化も捉えつつ、立
地適正化計画や都市再生整備計画等に基づく都市機能施設の整
備や運営にあたって、都市特性に応じた必要な機能や立地場所、
構想計画から設計・施工、管理運営・利活用までのプロセスデザイ
ンのあり方、住民参加や運営の担い手、発注方式、PFIや指定管理
等の整備運営方式等の各プロセスにおける取組方策等について事
例集・手引き等としてとりまとめた上で、今後の都市機能施設に対
する支援制度のあり方について検討をする。

令和5年４月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

291

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルの情報発信業
務

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションの
推進に向けた3D都市モデルの情報発信業務
共同提案体
（代）（株）アブストラクトエンジン

－ 随意契約（企画競争） 59,774,000 令和4年4月1日

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、PLATEAUウェブサイト
等を利用したプロジェクトの情報発信等を通じた3D都市モデルの理
解及び利用の促進を図る。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

292

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D 都市モデルの利用環境
向上業務

3D 都市モデルの利用環境向上業務共同提
案体
（代）Symmetry Dimensions Inc.

－ 随意契約（企画競争） 264,000,000 令和4年4月1日

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、3D都市モデルの実証
環境（PLATEAU VIEW）の機能向上及び搭載データの拡充等を行
う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

293

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した社
会的課題解決型ユースケース
開発業務（令和4年度）（モビリ
ティ・ロボティクス：自動運転車
両の自己位置推定精度の向上
及び有効性の検証）

凸版印刷（株）　情報コミュニケーション事業本
部　ソーシャルイノベーション事業部　アカウント
プロデュース本部

7010501016231 随意契約（企画競争） 48,411,237 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

294

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した社
会的課題解決型ユースケース
開発業務（令和4年度）（防災・
防犯：積雪状況の可視化による
リスクコミュニケーションの提案）

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションの
推進に向けた3D都市モデルを活用した社会的
課題解決型ユースケース開発業務（防災・防
犯：朝来市）共同提案体
（代）（株）ウエスコ

－ 随意契約（企画競争） 19,980,400 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394
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295

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した社
会的課題解決型ユースケース
開発業務（令和4年度）（防災・
防犯：時系列水害避難行動シ
ミュレーションによる地域防災
計画の検証と住民避難意識の
啓発ならびにマイタイムラインの
普及啓発）

（株）ライテック 7011101057995 随意契約（企画競争） 22,000,000 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

296

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した民
間サービス創出型ユースケー
ス開発業務（令和4年度）（環
境・エネルギー：地域エネル
ギーマネジメントの導入ポテン
シャルの評価・可視化手法の
開発）

日建設計総合研究所・フォーラムエイト共同提
案体
（代）（株）日建設計総合研究所

－ 随意契約（企画競争） 19,954,000 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

297

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した民
間サービス創出型ユースケー
ス開発業務（令和4年度）（都
市計画・まちづくり：広域エリア
マネジメントのための市民参加
型まちづくりに向けた教育ツー
ル・プログラム開発）

高輪ゲートウェイ駅周辺地域３Ｄ都市モデルを
活用した民間サービス創出型ユースケース開
発業務共同提案体
（代）東日本旅客鉄道（株）

－ 随意契約（企画競争） 20,000,000 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

298

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した民
間サービス創出型ユースケー
ス開発業務（令和4年度）（その
他：ID連携及び計測データの3D
都市モデルへの自動マッチング
基盤の構築）

（一社）社会基盤情報流通推進協議会 7020005011554 随意契約（企画競争） 10,197,000 令和4年4月1日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

299
令和４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

令和４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　URリンケー
ジ・日本工営共同提案体代表者㈱URリンケー
ジ

－ 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年6月1日

本業務は、経済成長が著しく、長期的な人口ボーナスが見込まれ
る東南アジア・南アジア地域を対象とした、日本の技術・ノウハウを
活かした都市開発として我が国の民間企業が実施する可能性のあ
る具体的な案件に関し、民間企業による投資可能性の判断に資す
る情報の収集、調査等を行い、以て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する。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

300
令和４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

ー 随意契約（企画競争） 12,991,000 令和4年6月1日
本業務は、就業者におけるテレワークの実施実態を調査し、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こと
を目的とする。

令和５年３月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

301
脱炭素社会に向けた都市政策
のあり方検討業務

（株）エックス都市研究所 4013301013616 随意契約（企画競争） 7,986,000 令和4年6月1日

本業務は、2050 年脱炭素（カーボンニュートラル）社会の実現に
資する「まちづくりのグリーン化」を推進し、脱炭素型のまちづくりを支
援するため、都市行政や民間事業者による脱炭素化の手法及びそ
れを取り組むための制度の検討等を行うものである。

令和５年３月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

302
デジタル技術を活用した効率的
な歩行者交通量等まちのにぎ
わい測定方法検討業務

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） 11,000,000 令和4年7月6日

デジタル技術の進化により、カメラやセンサー等を活用して簡便に
歩行者交通量、滞在時間、滞在人数等の計測が可能となってきて
いるが、まちのにぎわい効果等を測定するにあたり、これらの技術が
一般的に活用されているとは言いがたい状況である。また、収集さ
れた計測データから得られる知見や分析結果を都市政策に適切に
生かしていくことが必要である。
本業務においては、デジタル技術を活用した効率的な各種指標の
測定方法の普及や、地方公共団体の政策ニーズ等に即した測定
データの多面的な分析手法の開発を目指し、先駆的に取り組んで
いる各都市の取組や最新事例を調査した上で、実務上の課題点
等の解決策を検討し、導入効果や分析手法を整理する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

303
地下街等における今後のあり方
を踏まえた防災・減災に関する
調査検討業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 1010001143390 随意契約（企画競争） 6,983,636 令和4年7月6日

地下街等について、防災推進における課題の把握と取組の共有を
行うとともに、地下街等の調査・分析・評価を行い、今後のあり方や
支援方策等について検討し、もって地下街等における防災・減災の
推進を図ることを目的とする

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

304
交通結節点整備と周辺施設の
あり方に関する調査検討業務

（株）日本総合研究所 4010701026082 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年8月8日

駅前広場や自由通路等の交通結節点の実態について都市特性に
応じて調査・分析するとともに、官民連携による都市拠点としての交
通結節点の一体整備の進め方及びまちづくりと一体となった交通結
節点の整備のあり方について検討する。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

305
都市再生整備計画の効果検証
等業務

共同提案体（代）（株）ＵＲリンケージ　他１社 ー 随意契約（企画競争） 16,995,000 令和4年7月6日

本業務では、これまでの都市再生整備計画の関連データを整理
し、その効果を取りまとめることで、これまでの貢献と課題を見える
化するとともに、デジタル・オープンデータ化する方法について検討
を行う。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

306
国土数値情報における都市計
画情報の充実方策に係る検討
調査業務

国土数値情報における都市計画情報の充実
方策に係る検討調査業務共同提案体

ー 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年7月11日

本業務では、国土数値情報として公開されている都市計画区域や
用途地域、立地適正化計画の区域等の都市計画決定情報のGIS
データについて、データ項目の充実や定期的かつ効率的な更新手
法等を検討するとともに、全国データの追加・更新を行うものであ
る。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

307
人々の活動の変化を踏まえた
都市政策検討に向けた調査業
務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月20日

本業務は、新型コロナウィルス感染拡大やデジタル化の急速な進
展等によって、人々の活動（活動時間、活動場所の他、活動を行う
際の意識も含める）がどのように変化したか、またテレワークや都心
部への外出の自粛といった新たな活動・意識がどれだけ定着したか
について、WEB アンケート調査等で調査・把握し、その調査結果の
とりまとめ・分析を行うものである。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

308
コンパクト・プラス・ネットワークの
取組の実効性向上に関する検
討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月6日

本業務では、各地域におけるコンパクトシティの取組がより実効性を
もって進められることに資するよう、各地域において取り組まれてい
るまちづくりの取組について、幅広い観点から具体的な取組事例に
ついて調査を行い、知見としてとりまとめ、必要な施策について検討
するとともに、立地適正化計画の作成等に活用できる事例集等を
作成するものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

309

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た3D都市モデルを活用した景
観まちづくりユースケース開発
業務（令和4年度）

（株）シナスタジア 4180001124702 随意契約（企画競争） 15,000,000 令和4年7月6日
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、先進的な技術と3D 都
市モデルを組み合わせたユースケース開発のための実証を行う。

令和5年3月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

310

まちづくりのデジタルトランス
フォーメーションの推進に向け
た汎用的ゲーミングプラット
フォーム向けコンバータ開発業
務

(株)ＭＩＥＲＵＮＥ 5430003007630 随意契約（少額随契） 660,000 令和4年7月25日

まちづくりのデジタルトランスフォーメーションを更に強力に進めること
を目的に、Project PLATEAUの一環として、3D 都市モデルデータ
の活用促進によるイノベーション創出を図るため、汎用的なゲーミン
グプラットフォームにおいて3D 都市モデルを活用するためのコン
バータ開発の可能性について調査・検証を行う。

OSSによるMinecraftデータへの変換
可能性に係る検討を踏まえ変換プロ
グラムのプロトタイプを開発。データ変
換・検証を経て作成したスクリプト等
は、GitHubのproject PLATEAUリポジ
トリ（https://github.com/Project-
PLATEAU）にて公開済み。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

311
令和４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） 4,994,000 令和4年7月8日

本業務は、「令和３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」で選定した海外展開に関心のある国内自治
体と新興国自治体の双方の具体的な協力関係の構築に向けて協
議を進め、次年度より選定した国内自治体が自ら発信して自治体
間連携を進めることができるよう準備のサポートすることを目的とす
る。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

312
令和４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

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） 14,905,000 令和4年8月8日

本業務は、経済成長が著しく、長期的な人口ボーナスが見込まれ
る東南アジア・南アジア地域を対象とした、日本の技術・ノウハウを
活かした都市開発として我が国の民間企業が実施する可能性のあ
る具体的な案件に関し、民間企業による投資可能性の判断に資す
る情報の収集、調査（特に、株式会社　海外交通・都市開発事業
支援機構)等の金融機関からの円滑な資金調達につながるよう、事
業推進体制及び事業採算性の検証の観点からのファイナンス面、
不動産開発リスクの検討等を行い、以て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する。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

313
令和４年度 海外の国際不動産
見本市におけるシティセールス
手法の企画検討業務

（株）URリンケージ 3010001088790 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年8月8日

本業務は、日本の都市の国際競争力の強化につなげることを目指
して、2023年3月に開催される「MIPIM 2023」の場において、ブー
ス出展等を通じたシティセールスを企画・検討し、その効果を実証
することを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394
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314
令和４年度　G7各国等におけ
る都市政策に関する動向調査

業務

共同提案体（代）NRI CONSULTING &
SOLUTIONS(THAILAND)CO.,LTD　ほか２者

ー 随意契約（企画競争） 34,950,000 令和4年12月5日

本業務では、今年のドイツ・ポツダムにおけるG7 都市大臣会合で
の議論や共同声明（コミュニケ）を踏まえ、来年度のG7 都市大臣
会合の内容や構成を検討するために必要な材料として、G7 各国
やEU、OECD 等の国際機関における都市政策の全体像や、個別の
テーマに関しどのような組織でどのような政策に取り組んでいるの
か、またEUやOECD 等の地域的、国際的な都市に関する議論の内
容や合意された成果等について、現状を調査するなどして、都市政
策に関する国際的なトレンドを把握することにより、調査によって得ら
れた情報を体系立てて整理するとともに、我が国における都市開発
の海外展開施策の方向性を再定義することを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

315
令和４年度　G7 都市大臣会合

開催準備支援業務
株式会社コンベンションリンケージ 8010001092202 随意契約（企画競争） 34,995,400 令和4年12月5日

　本業務では、2023（令和５）年度に香川県高松市において開催を
予定している、G7香川・高松都市大臣会合（以下、「都市大臣会
合」という。）について、日本、アメリカ、カナダ、英国、フランス、ドイ
ツ、イタリアの都市大臣及び都市担当欧州委員が集まり、複数の
テーマについて幅広く議論を行う会合の準備を行うことを目的とす
る。
　また、我が国は議長国として都市大臣会合を通じて国際協力の
推進を図り、成果を発信することが必要であるため、本業務におい
ては、会合のテーマに即した効果的な手法、その実施方法及びス
ケジュールを明らかにしたうえで、円滑な会合運営及び万全の警備
体制の構築を総合的にプロデュースし、今次会合における成果に
関する情報発信を効率的・効果的に行うことができるような会合運
営手法を検討することを目的とする。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

316
令和４年度　スマートシティに関
する国際標準化・普及戦略の

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） 24,970,000 令和4年12月5日

　本業務では、、国内で開発済のスマートシティの評価指標に係る
方法論の統合と高度化、既存の国際標準との統合と高度化、特に
生活者目線での主観的な指標の高度化を図ることを目的とする。
　日本が主導するスマートシティの評価指標について、国内外の都
市への適用に際した整合性の確保など当該評価指標の高度化に
向けた調査を行うとともに、ISO における国際標準化及び当該評価
指標の普及に向けたロードマップの策定を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

317
令和４年度　東南アジアにおけ
る都市開発の案件形成検討業

務

共同提案体（代）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

ー 随意契約（企画競争） 15,000,000 令和4年12月12日

　本業務では、我が国企業、特に都市開発の技術・ノウハウを有し
ながらも、海外展開の経験が少ない企業や、海外展開に習熟して
いない企業を対象に、将来的な海外における都市開発プロジェクト
への進出につなげることを目的とする。
　具体的には、市場規模があり将来有望な東南アジア（タイ・ベトナ
ム・インドネシア）における都市開発の案件のうち、日本の技術・ノウ
ハウを活かすことができると思われるものについて、相談会の実施、
調査、ビジネスマッチングに向けた検討を実施し、今後の他の国・
地域にも応用可能な課題解決手法案を策定する。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

318
国土数値情報における都市計
画情報の充実方策に係る検討

調査業務

国土数値情報における都市計画情報の充実
方策に係る検討調査業務共同提案体

ー 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年7月11日

本業務では、国土数値情報として公開されている都市計画区域や
用途地域、立地適正化計画の区域等の都市計画決定情報のGIS
データについて、データ項目の充実や定期的かつ効率的な更新手
法等を検討するとともに、全国データの追加・更新を行うものであ
る。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

319
人々の活動の変化を踏まえた
都市政策検討に向けた調査業

務
（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月20日

本業務は、新型コロナウィルス感染拡大やデジタル化の急速な進
展等によって、人々の活動（活動時間、活動場所の他、活動を行う
際の意識も含める）がどのように変化したか、またテレワークや都心
部への外出の自粛といった新たな活動・意識がどれだけ定着したか
について、WEB アンケート調査等で調査・把握し、その調査結果の
とりまとめ・分析を行うものである。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

320
コンパクト・プラス・ネットワークの
取組の実効性向上に関する検

討業務
（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月6日

本業務では、各地域におけるコンパクトシティの取組がより実効性を
もって進められることに資するよう、各地域において取り組まれてい
るまちづくりの取組について、幅広い観点から具体的な取組事例に
ついて調査を行い、知見としてとりまとめ、必要な施策について検討
するとともに、立地適正化計画の作成等に活用できる事例集等を
作成するものである。

令和5年4月公表予定
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

321
官民学連携による新たな都市
空間創造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） 24,660,680 令和4年6月1日 令和4年10月3日

居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成など、都市の魅力や向上
を図るためには、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、民間まちづくり活動の担い手を発掘・育成するためには、「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、中小都市を含めた全国の地
方公共団体の職員に幅広く啓発を行うため、若手研究者等と連携
し、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。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

322
都市再生整備計画の効果検証

等業務
共同提案体（代）（株）ＵＲリンケージ　他１社 3010001088790 随意契約（企画競争） 18,777,000 令和4年7月6日 令和4年11月1日

本業務では、これまでの都市再生整備計画の関連データを整理
し、その効果を取りまとめることで、これまでの貢献と課題を見える
化するとともに、デジタル・オープンデータ化する方法について検討
を行う。

令和5年4月公表予定 都市局総務課調査係
tel:03-5253-8394

323
令和４年度新たな水環境管理

に関する検討業務
日水コン・日本下水道新技術機構共同提案体 - 随意契約（企画競争） 48,015,000 令和4年4月1日 新たな水環境管理に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

324
令和４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） 39,930,000 令和4年4月1日 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。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

325
令和４年度　諸外国における水
防災の取組に関する比較分析

等検討業務
（一財）　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 35,420,000 令和4年4月1日

諸外国における水防災の取組に関する比較分析等検討業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

326
令和４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
国立大学法人　政策研究大学院大学 5010405004953 随意契約（企画競争） 35,398,000 令和4年4月1日

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。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

327
令和４年度今後の水環境改善

のあり方に関する検討業務
日水コン・日本下水道新技術機構・東北大学

共同提案体
- 随意契約（企画競争） 29,095,000 令和4年4月1日 今後の水環境改善のあり方に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

328
令和４年度下水道分野におけ
る海外展開推進方策検討業務

令和４年度下水道分野における海外展開推進
方策検討業務　エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ・下水道事業支援センター共同提案

体

- 随意契約（企画競争） 23,098,900 令和4年4月1日 下水道分野における海外展開推進方策検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

329
令和４年度　海外の水関連災
害等の調査・分析等検討業務

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） 19,910,000 令和4年4月1日 海外の水関連災害等の調査・分析等検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

330
令和４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）オズマピーアール 6010401006259 随意契約（企画競争） 18,997,000 令和4年4月1日 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。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

331
令和4年度水管理・国土保全
局ホームページ運営補助業務

＜一般＞
（株）オーエムシー 1012401002011 一般競争入札 1,914,000 令和4年4月1日 水管理・国土保全局ホームページ運営補助業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

332
大規模構造物の技術基準改定

等に係る検討業務
（一財）　ダム技術センター 1010505001763 随意契約（企画競争） 29,920,000 令和4年4月4日 大規模構造物の技術基準改定等に係る検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

333
異業種技術の下水道分野への

適用に向けた検討業務
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ（株） 7010001012532 随意契約（企画競争） 16,000,000 令和4年4月4日 異業種技術の下水道分野への適用に向けた検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

334
海岸利活用や環境保全に関す

る推進施策検討業務
（公財）リバーフロント研究所 1010005018655 随意契約（企画競争） 11,880,000 令和4年4月4日 海岸利活用や環境保全に関する推進施策検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

335
令和４年度下水道における新
型コロナウイルスに関する調査

検討業務

NJS・管清工業・島津テクノリサーチ・塩野義製
薬共同提案体

- 随意契約（企画競争） 39,215,000 令和4年4月5日 下水道における新型コロナウイルスに関する調査検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111
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336
河川堤防における設計のあり方

に関する検討業務

河川堤防における設計のあり方に関する検討
業務　国土技術研究センター・キタック設計共

同提案体
- 随意契約（企画競争） 23,056,000 令和4年4月6日 河川堤防における設計のあり方に関する検討業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

337
河川管理の効率化及び点検評
価手法の改善方策に関する検

討業務

河川管理の効率化及び点検評価手法の改善
方策に関する検討業務　河川財団・日本工営

共同提案体
- 随意契約（企画競争） 32,274,000 令和4年4月6日

河川管理の効率化及び点検評価手法の改善方策に関する検討
業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

338
令和４年度　ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの
効果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） 14,091,000 令和4年4月7日 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの効果的な広報手法検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

339
自然災害リスクコミュニケーショ
ン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） 13,959,000 令和4年4月7日

自然災害リスクコミュニケーションの推進に関する広報検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

340
民間が行う洪水の予報業務の
審査基準に関する検討業務

（株）　建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年4月7日 民間が行う洪水の予報業務の審査基準に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

341
令和４年度　民間技術者・ＴＥ
Ｃ－ＦＯＲＣＥ連携検討業務

復建調査設計（株） 4240001010433 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年4月7日 民間技術者・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ連携検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

342
下水道の持続可能性向上に関

する技術検討業務
（公社）　土木学会 5011105004847 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年4月7日 下水道の持続可能性向上に関する技術検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

343
令和４年度水の再利用におけ
る国際標準化に係る検討業務

（一財）　造水促進センター 6010005014864 随意契約（企画競争） 9,600,000 令和4年4月7日 水の再利用における国際標準化に係る検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

344
令和４年度下水道分野におけ
る本邦優位技術の普及方策に

係る調査検討業務
日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 6,985,000 令和4年4月7日

下水道分野における本邦優位技術の普及方策に係る調査検討業
務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

345
令和４年度下水道における市
民科学の推進に向けた検討業

務
国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 7,865,000 令和4年4月8日 下水道における市民科学の推進に向けた検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

346
下水道事業の効率的な推進に
向けた施策効果の整理等に関

する検討業務
（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 24,365,000 令和4年4月11日

下水道事業の効率的な推進に向けた施策効果の整理等に関する
検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

347
人口減少を踏まえた下水道施
設更新のあり方に関する検討

業務
（公財）　日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 19,811,000 令和4年4月11日

人口減少を踏まえた下水道施設更新のあり方に関する検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

348
令和４年度　防災教育及び地
域防災の普及・展開に関する

広報検討・資料作成業務
（公財）　河川財団 9010005000135 随意契約（企画競争） 13,981,000 令和4年4月11日

防災教育及び地域防災の普及・展開に関する広報検討・資料作
成業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

349
令和４年度　「流域治水」の取
組推進に係る計画検討業務

（株）　博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 13,915,000 令和4年4月11日 「流域治水」の取組推進に係る計画検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

350
雨水出水浸水想定区域におけ
る避難に資するトリガー情報検

討業務
日水コン・日本下水道新技術機構共同提案体 - 随意契約（企画競争） 12,595,000 令和4年4月11日

雨水出水浸水想定区域における避難に資するトリガー情報検討業
務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

351
下水道情報の効率的収集管理
に必要な調書のあり方検討業

務
（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 9,955,000 令和4年4月11日

下水道情報の効率的収集管理に必要な調書のあり方検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

352
令和４年度東南アジアにおける
推進工法の現地基準化に向け

た方策検討業務

日水コン・日本工営・グローバルワークス　共同
提案体

- 随意契約（企画競争） 6,968,500 令和4年4月11日
東南アジアにおける推進工法の現地基準化に向けた方策検討業
務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

353
下水道分野の革新的技術等の
普及展開に向けた方策検討業

務
（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 20,933,000 令和4年4月12日

下水道分野の革新的技術等の普及展開に向けた方策検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

354
令和４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） 14,905,000 令和4年4月12日 水害統計調査の調査手法等に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

355
下水道におけるアセットマネジメ
ント実施に向けた支援方策検

討業務

（株）　ＮＪＳ
 　東京総合事務所

6011101045308 随意契約（企画競争） 14,982,000 令和4年4月13日
下水道におけるアセットマネジメント実施に向けた支援方策検討業
務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

356
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
地方共同法人　日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（企画競争） 22,528,000 令和4年4月15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。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

357
下水道情報の分析・評価に必
要な情報システム改修業務

メタウォーター（株） 8010401075293 随意契約（企画競争） 13,035,000 令和4年4月18日 下水道情報の分析・評価に必要な情報システム改修業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

358
令和4年度河川に係る活動に

関する検討分析業務
（公社）　日本河川協会 5010005016762 随意契約（企画競争） 27,973,000 令和4年4月19日 河川に係る活動に関する検討分析業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

359
令和4年度　持続性ある実践的
多自然川づくりに関する方策検

討業務

令和4年度　持続性ある実践的多自然川づくり
に関する方策検討業務　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） 30,910,000 令和4年4月20日 持続性ある実践的多自然川づくりに関する方策検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

360
下水道事業におけるＰＰＰ／ＰＦＩ
手法選択のためのガイドライン

（案）改正検討業務
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） 29,895,800 令和4年4月20日

下水道事業におけるＰＰＰ／ＰＦＩ手法選択のためのガイドライン（案）
改正検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

361
治水事業の効果に係る広報資

料等作成業務
（一財）　ダム技術センター 1010505001763 随意契約（企画競争） 11,726,000 令和4年4月20日 治水事業の効果に係る広報資料等作成業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

362
令和４年度　技術的動向を踏
まえた河川砂防技術基準検討

業務
（一財）　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 27,555,000 令和4年4月21日 技術的動向を踏まえた河川砂防技術基準検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

363
紙オムツ受入による下水道施

設への影響調査業務
エム・アール・アイリサーチアソシエイツ（株） 7010001012532 随意契約（企画競争） 20,000,000 令和4年4月21日 紙オムツ受入による下水道施設への影響調査業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

364
下水道における脱炭素化の取
組推進に向けた情報の見える

化検討業務

下水道における脱炭素化の取組推進に向けた
情報の見える化検討業務建設技術研究所・日

本水工設計共同提案体
- 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年4月21日

下水道における脱炭素化の取組推進に向けた情報の見える化検
討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

365
下水道の脱炭素化に向けた効
率的な運転管理等の実施支援

業務
（公社）　日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 19,932,000 令和4年4月21日

下水道の脱炭素化に向けた効率的な運転管理等の実施支援業
務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

366
下水道用地の有効活用等によ
る経営改善手法に関する調査

検討業務
日本下水道事業団 2011105003406 随意契約（企画競争） 19,800,000 令和4年4月21日

下水道用地の有効活用等による経営改善手法に関する調査検討
業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

367
地域バイオマスや下水熱等の
活用促進に向けた検討支援業

務

地域バイオマスや下水熱等の活用促進に向け
た検討支援業務　エム・アール・アイリサーチア
ソシエイツ（株）・（公財）日本下水道新技術機

構共同提案体

- 随意契約（企画競争） 19,000,000 令和4年4月21日
地域バイオマスや下水熱等の活用促進に向けた検討支援業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

368
令和4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） 29,975,000 令和4年4月22日
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。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

369

下水道による脱炭素社会への
貢献に向けた効果的な資金ス
キーム及び制度の調査検討業

務

（株）　日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 19,910,000 令和4年4月22日
下水道による脱炭素社会への貢献に向けた効果的な資金スキー
ム及び制度の調査検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

370
下水道資源の農業利用促進に
向けた脱炭素社会や肥料市場

への貢献評価業務
（株）　日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年4月22日

下水道資源の農業利用促進に向けた脱炭素社会や肥料市場へ
の貢献評価業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

371

大規模災害における円滑な災
害復旧のための市町村の災害
対応力の強化方策に関する調

査・検討業務

復建調査設計（株） 4240001010433 随意契約（企画競争） 9,975,900 令和4年4月22日
大規模災害における円滑な災害復旧のための市町村の災害対応
力の強化方策に関する調査・検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111
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372
災害復旧事業の効率化に関す

る検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 31,966,000 令和4年4月25日 災害復旧事業の効率化に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

373
広域化を踏まえた公共施設等
運営事業導入可能性調査業

務
日本下水道事業団・（株）NJS共同提案体 - 随意契約（企画競争） 19,921,000 令和4年4月25日

広域化を踏まえた公共施設等運営事業導入可能性調査業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

374
下水道のエネルギー自立化に

向けた検討支援業務
日本下水道事業団・日本下水道新技術機構

共同提案体
- 随意契約（企画競争） 29,997,000 令和4年4月27日 下水道のエネルギー自立化に向けた検討支援業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

375
令和4年度　河川環境教育推

進検討業務
（公財）　河川財団 9010005000135 随意契約（企画競争） 10,989,000 令和4年4月27日 河川環境教育推進検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

376
下水道における広域化・共同
化の推進に向けた検討業務

NJS・日水コン共同提案体 - 随意契約（企画競争） 9,790,000 令和4年4月27日 下水道における広域化・共同化の推進に向けた検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

377
水害リスク情報の利活用方法
のあり方等に関する調査検討

業務
（一財）　河川情報センター 3010005000132 随意契約（企画競争） 35,970,000 令和4年5月11日

水害リスク情報の利活用方法のあり方等に関する調査検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

378
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） 40,920,000 令和4年5月12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。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

379
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） 24,915,000 令和4年5月12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。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

380
気候変動の影響を踏まえた治

水計画に関する検討業務
（一財）　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年5月13日 気候変動の影響を踏まえた治水計画に関する検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

381
下水道における各種データ集

計作成業務＜一般＞

（有）ユニバーサル・シェル・プログラミング研究
所 6010402030290 一般競争入札 1,638,000 令和4年5月13日 下水道における各種データ集計作成業務を行う。

下水道における各種データ集計作
成業務を行った。

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

382
令和４年度　新たな水辺空間
利活用の取組手法に関する調

査検討業務
（株）　博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 34,760,000 令和4年5月19日

新たな水辺空間利活用の取組手法に関する調査検討業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

383
令和４年度　水辺空間活用推

進のための広報業務
（株）　博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 13,860,000 令和4年5月19日 水辺空間活用推進のための広報業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

384
令和４年度　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） 30,434,000 令和4年5月20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。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

385
B-DASHプロジェクト実証技術の

普及展開支援業務
（株）クオラス 3010701020177 随意契約（少額随契） 825,000 令和4年5月24日 B-DASHプロジェクト実証技術の普及展開支援業務を行う。

B-DASHプロジェクト実証技術の普及
展開支援業務を行った。

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

386
AIを活用した下水処理場運転
管理支援技術調査支援業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（少額随契） 946,000 令和4年6月2日
AIを活用した下水処理場運転管理支援技術調査支援業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

387
治水事業の費用対効果分析手
法の改善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） 19,987,000 令和4年6月13日
治水事業の費用対効果分析手法の改善等に関する検討業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

388
下水資源を使った藻類バイオ
原油生産と副産物の資源化に

関する重点要素技術開発

(一社)藻類産業創成コンソーシアム・筑波大
学・

MoBiolテクノロジーズ(株) 共同研究体
- 随意契約（公募） 29,985,727 令和4年6月16日

下水資源を使った藻類バイオ原油生産と副産物の資源化に関す
る重点要素技術開発を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

389
微生物燃料電池を用いた発電

型水処理技術の開発
日本工営(株)・東洋紡(株)・玉野総合コンサル

タント(株)・名古屋工業大学 共同研究体
- 随意契約（公募） 29,700,000 令和4年6月16日 微生物燃料電池を用いた発電型水処理技術の開発を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

390

令和４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＜一般＞

（一社）　環境情報科学センター 9010005016577 一般競争入札 4,840,000 令和4年6月17日
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。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

391
3D プリンターを使用した下水道
放流域での低落差対応マイクロ

水力発電の検討

(株)リコー・JAGシーベル(株)・
金沢工業大学 共同研究体

- 随意契約（公募） 29,977,591 令和4年6月20日
3D プリンターを使用した下水道放流域での低落差対応マイクロ水
力発電の検討を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

392
下水道共通プラットフォームの

利活用方策検討業務
下水道共通プラットフォームの利活用方策検

討業務　国際航業・日水コン共同提案体
- 随意契約（企画競争） 19,360,000 令和4年6月21日 下水道共通プラットフォームの利活用方策検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

393
令和４年度砂防関係調査・設
計に関する技術基準検討業務

（一財）　砂防・地すべり技術センター 4010005018693 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年6月21日 砂防関係調査・設計に関する技術基準検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

394

下水道処理施設維持管理業
者登録システムの第二期政府
共通プラットフォームへの移行
及び移行に伴うシステム等改

修業務＜一般＞

（株）ＳＨＮｅｔ 5020001039725 一般競争入札 4,752,000 令和4年6月22日
下水道処理施設維持管理業者登録システムの第二期政府共通
プラットフォームへの移行及び移行に伴うシステム等改修業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

395

下水道事業における長期収支
見通しの推計モデル（通称：

Model G）の更新等業務＜一般
＞

（株）日本能率協会総合研究所 5010401023057 一般競争入札 3,443,000 令和4年6月22日
下水道事業における長期収支見通しの推計モデル（通称：Model
G）の更新等業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

396
令和４年度下水道事業経営セ
ミナーによる運営補助業務＜

一般＞
（株）OTO 9011701016102 一般競争入札 1,160,500 令和4年6月22日 下水道事業経営セミナーによる運営補助業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

397
下水道の重要施策に関する配
信・意見聴取と今後の方向性

に関する検討業務

地方共同法人
ＪＳ日本下水道事業団

2011105003406 随意契約（企画競争） 19,800,000 令和4年6月24日
下水道の重要施策に関する配信・意見聴取と今後の方向性に関
する検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

398
令和４年度下水道分野におけ
る災害対応力強化に向けた人

材育成業務

地方共同法人
ＪＳ日本下水道事業団

2011105003406 随意契約（企画競争） 12,870,000 令和4年6月24日
下水道分野における災害対応力強化に向けた人材育成業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

399
下水道分野における官学の連

携強化方策検討業務
日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 9,988,000 令和4年6月24日 下水道分野における官学の連携強化方策検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

400
令和４年水害統計調査委託業

務
広島県 7000020340006 随意契約（競争性なし） 579,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

401
令和４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 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

402
令和４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） 400,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

403
令和４年水害統計調査委託業

務
熊本県 7000020430005 随意契約（競争性なし） 371,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

404
令和４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 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

405
令和４年水害統計調査委託業

務
兵庫県 8000020280003 随意契約（競争性なし） 314,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

406
令和４年水害統計調査委託業

務
岡山県 4000020330001 随意契約（競争性なし） 305,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

407
令和４年水害統計調査委託業

務
長野県 1000020200000 随意契約（競争性なし） 300,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111
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408
令和４年水害統計調査委託業

務
京都府 2000020260002 随意契約（競争性なし） 289,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

409
令和４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 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

410
令和４年水害統計調査委託業

務
山口県 2000020350001 随意契約（競争性なし） 259,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

411
令和４年水害統計調査委託業

務
大分県 1000020440001 随意契約（競争性なし） 254,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

412
令和４年水害統計調査委託業

務
三重県 5000020240001 随意契約（競争性なし） 240,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

413
令和４年水害統計調査委託業

務
静岡県 7000020220001 随意契約（競争性なし） 239,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

414
令和４年水害統計調査委託業

務
長崎県 4000020420000 随意契約（競争性なし） 231,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

415
令和４年水害統計調査委託業

務
新潟県 5000020150002 随意契約（競争性なし） 226,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

416
令和４年水害統計調査委託業

務
佐賀県 1000020410004 随意契約（競争性なし） 224,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

417
令和４年水害統計調査委託業

務
東京都 8000020130001 随意契約（競争性なし） 222,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

418
令和４年水害統計調査委託業

務
千葉県 4000020120006 随意契約（競争性なし） 210,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

419
令和４年水害統計調査委託業

務
栃木県 5000020090000 随意契約（競争性なし） 208,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

420
令和４年水害統計調査委託業

務
高知県 5000020390003 随意契約（競争性なし） 203,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

421
令和４年水害統計調査委託業

務
秋田県 1000020050008 随意契約（競争性なし） 200,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

422
令和４年水害統計調査委託業

務
愛知県 1000020230006 随意契約（競争性なし） 187,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

423
令和４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） 186,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

424
令和４年水害統計調査委託業

務
宮城県 8000020040002 随意契約（競争性なし） 184,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

425
令和４年水害統計調査委託業

務
山形県 5000020060003 随意契約（競争性なし） 183,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

426
令和４年水害統計調査委託業

務
岐阜県 4000020210005 随意契約（競争性なし） 182,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

427
令和４年水害統計調査委託業

務
宮崎県 4000020450006 随意契約（競争性なし） 169,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

428
令和４年水害統計調査委託業

務
埼玉県 1000020110001 随意契約（競争性なし） 166,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

429
令和４年水害統計調査委託業

務
岩手県 4000020030007 随意契約（競争性なし） 163,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

430
令和４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 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

431
令和４年水害統計調査委託業

務
大阪府 4000020270008 随意契約（競争性なし） 144,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

432
令和４年水害統計調査委託業

務
奈良県 1000020290009 随意契約（競争性なし） 129,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

433
令和４年水害統計調査委託業

務
青森県 2000020020001 随意契約（競争性なし） 127,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

434
令和４年水害統計調査委託業

務
群馬県 7000020100005 随意契約（競争性なし） 127,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

435
令和４年水害統計調査委託業

務
鳥取県 7000020310000 随意契約（競争性なし） 120,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

436
令和４年水害統計調査委託業

務
石川県 2000020170003 随意契約（競争性なし） 114,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

437
令和４年水害統計調査委託業

務
福島県 7000020070009 随意契約（競争性なし） 113,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

438
令和４年水害統計調査委託業

務
山梨県 8000020190004 随意契約（競争性なし） 100,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

439
令和４年水害統計調査委託業

務
滋賀県 7000020250007 随意契約（競争性なし） 94,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

440
令和４年水害統計調査委託業

務
徳島県 4000020360007 随意契約（競争性なし） 91,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

441
令和４年水害統計調査委託業

務
愛媛県 1000020380008 随意契約（競争性なし） 90,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

442
令和４年水害統計調査委託業

務
富山県 7000020160008 随意契約（競争性なし） 80,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

443
令和４年水害統計調査委託業

務
福井県 4000020180009 随意契約（競争性なし） 79,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111
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444
令和４年水害統計調査委託業

務
島根県 1000020320005 随意契約（競争性なし） 76,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

445
令和４年水害統計調査委託業

務
香川県 8000020370002 随意契約（競争性なし） 74,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

446
令和４年水害統計調査委託業

務
沖縄県 1000020470007 随意契約（競争性なし） 62,000 令和4年6月24日 令和４年水害統計調査委託業務を行う。 令和５年３月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

447
下水道の強靱化・グリーン化に
係るデジタル技術等の導入及
び普及に関する調査検討業務

日本水工設計（株） 4010001062217 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年6月27日
下水道の強靱化・グリーン化に係るデジタル技術等の導入及び普
及に関する調査検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

448
大規模噴火等を踏まえた下水
道ＢＣＰ策定マニュアル検討業

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 令和4年6月27日

大規模噴火等を踏まえた下水道ＢＣＰ策定マニュアル検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

449
令和４年度大規模水害時にお
ける下水道施設の早期復旧に

向けた広域支援検討業務
（公財）　日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 4,411,000 令和4年6月27日

大規模水害時における下水道施設の早期復旧に向けた広域支援
検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

450
下水処理水の水田灌漑利用に
よる温室効果ガス排出削減効

果の定量化技術の開発

山形大学・秋田工業高等専門学校・秋田県立
大学・

(株)日水コン 共同研究体
- 随意契約（公募） 29,998,589 令和4年7月7日

下水処理水の水田灌漑利用による温室効果ガス排出削減効果の
定量化技術の開発を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

451

下水道機械設備工事における
労務費調査及び下水道事業に
おける調達に関する実態調査

の資料等作成補助業務

社会システム(株) 1013201015327 一般競争入札 3,509,000 令和4年7月13日
下水道機械設備工事における労務費調査及び下水道事業におけ
る調達に関する実態調査の資料等作成補助業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

452
サステイナブルな汚泥焼却の
ための次世代補助燃料の検討

京都大学・土木研究所・月島機械(株)・(株)タ
クマ 共同研究体

- 随意契約（公募） 30,000,000 令和4年7月25日
サステイナブルな汚泥焼却のための次世代補助燃料の検討を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

453
水素及び廃棄バイオプラスチッ
ク分解物の消化槽への添加に

よるバイオメタン増量技術

大阪ガス(株)・京都大学・(株)NJS・大阪市 共
同研究体

- 随意契約（公募） 29,290,510 令和4年7月29日
水素及び廃棄バイオプラスチック分解物の消化槽への添加による
バイオメタン増量技術を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

454
ダム事業に係る諸情報の分析・

整理業務
(一財)　ダム技術センター 1010505001763 随意契約（企画競争） 17,974,000 令和4年8月22日 ダム事業に係る諸情報の分析・整理業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

455
水災害リスクコミュニケーション

の推進に向けた検討業務
(一財)　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 9,988,000 令和4年8月29日 水災害リスクコミュニケーションの推進に向けた検討業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

456
令和４年度　風力発電施設等
によるレーダ雨量計への影響

評価手法の検討業務
（一財）河川情報センター 3010005000132 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年9月2日

令和４年度　風力発電施設等によるレーダ雨量計への影響評価手
法の検討業務を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

457
気候変動リスク開示における物
理的リスク評価手法検討業務

(一財)　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年9月5日
気候変動リスク開示における物理的リスク評価手法検討業務を行
う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

458
河川堤防の強化に関する技術

開発導入支援業務
(一財)　国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 33,660,000 令和4年9月6日 河川堤防の強化に関する技術開発導入支援業務を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

459
要配慮者利用施設の避難確保
に関する技術支援等検討業務 (一財)　国土技術研究センター

4010405000185 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年9月9日
要配慮者利用施設の避難確保に関する技術支援等検討業務を
行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

460
カンボジアにおけるPODコンセプ
トを用いた小規模下水処理法
の現地適応性に係る実証事業

神鋼環境ソリューション・日本下水道事業団共
同事業体

- 随意契約（公募） 29,981,000 令和4年10月7日
カンボジアにおけるPODコンセプトを用いた小規模下水処理法の現
地適応性に係る実証事業を行う。

令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

461
効率的な油脂系汚泥処理に係

る実証実験

宇都宮工業株式会社・カーボンフリーコンサル
ティング株式会社共同事業体 - 随意契約（公募） 25,547,000 令和4年10月13日 効率的な油脂系汚泥処理に係る実証実験を行う。 令和５年4月公表予定

水管理・国土保全局総務課総務
係
tel：03-5253-8111

462
令和４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） 5011101012993
一般競争入札（総合評価方

式）
4,070,000 令和4年4月6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

する調査を行う。

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)

463
令和４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）水資源機構 6030005001745 随意契約（公募） 35,376,000 令和4年4月8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を
行う。

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)

464
令和４年度都市用水使用量等
調査分析他業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 一般競争入札 4,202,000 令和4年4月8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を行
う。

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)

465
令和４年度都市用水使用水量
の動向等に関する調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 19,888,000 令和4年4月19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を行う。

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)

466
令和４年度地下水データベー
ス構築等業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 12,430,000 令和4年5月19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
構築を行う。

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構築

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

467
令和４年度地盤沈下防止等調
査検討業務

国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 11,880,000 令和4年5月19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
タの資料収集整理を行う。

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)

468
令和４年度気候変動による危
機的な渇水への適応策の検討
業務

令和４年度気候変動による危機的な渇水への
適応策の検討業務国土技術研究センター・パ
シフィックコンサルタンツ共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 8,800,000 令和4年5月19日 危機的な渇水への適応策及び渇水リスク評価の検討を行う。
危機的な渇水への適応策及び渇水

リスク評価の検討

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

469
令和４年度全国水需給動態調
査

香川県 8000020370002 随意契約（競争性なし） 675,000 令和4年6月27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
実態調査を行う。

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）

470
令和４年度全国水需給動態調
査

島根県 1000020320005 随意契約（競争性なし） 490,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

471
令和４年度全国水需給動態調
査

福島県 7000020070009 随意契約（競争性なし） 489,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

472
令和４年度全国水需給動態調
査

静岡県 7000020220001 随意契約（競争性なし） 478,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

473
令和４年度全国水需給動態調
査

福井県 4000020180009 随意契約（競争性なし） 412,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

474
令和４年度全国水需給動態調
査

京都府 2000020260002 随意契約（競争性なし） 385,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

475
令和４年度全国水需給動態調
査

富山県 7000020160008 随意契約（競争性なし） 350,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

476
令和４年度全国水需給動態調
査

大阪府 4000020270008 随意契約（競争性なし） 160,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

477
令和４年度全国水需給動態調
査

山梨県 8000020190004 随意契約（競争性なし） 35,000 令和4年6月28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
実態調査を行う。

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）

478
令和４年度地盤沈下防止等対
策要綱推進調査

群馬県 7000020100005 随意契約（競争性なし） 878,040 令和4年6月29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を行う。

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）

479
令和４年度全国水需給動態調
査

群馬県 7000020100005 随意契約（競争性なし） 513,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

480
令和４年度全国水需給動態調
査

宮城県 8000020040002 随意契約（競争性なし） 475,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

481
令和４年度全国水需給動態調
査

岩手県 4000020030007 随意契約（競争性なし） 425,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

482
令和４年度全国水需給動態調
査

熊本県 7000020430005 随意契約（競争性なし） 396,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

483
令和４年度全国水需給動態調
査

山形県 5000020060003 随意契約（競争性なし） 197,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

484
令和４年度全国水需給動態調
査

石川県 2000020170003 随意契約（競争性なし） 94,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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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485
令和４年度全国水需給動態調
査

岡山県 4000020330001 随意契約（競争性なし） 64,000 令和4年6月29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
実態調査を行う。

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）

486
令和４年度地盤沈下防止等対
策要綱推進調査

茨城県 2000020080004 随意契約（競争性なし） 1,699,000 令和4年6月30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を行う。

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）

487
令和４年度地盤沈下防止等対
策要綱推進調査

千葉県 4000020120006 随意契約（競争性なし） 1,003,376 令和4年6月30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を行う。

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）

488
令和４年度全国水需給動態調
査

沖縄県 1000020470007 随意契約（競争性なし） 753,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

489
令和４年度全国水需給動態調
査

北海道 7000020010006 随意契約（競争性なし） 494,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

490
令和４年度全国水需給動態調
査

兵庫県 8000020280003 随意契約（競争性なし） 479,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

491
令和４年度全国水需給動態調
査

宮崎県 4000020450006 随意契約（競争性なし） 462,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

492
令和４年度全国水需給動態調
査

高知県 5000020390003 随意契約（競争性なし） 450,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

493
令和４年度全国水需給動態調
査

鹿児島県 8000020460001 随意契約（競争性なし） 442,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

494
令和４年度全国水需給動態調
査

神奈川県 1000020140007 随意契約（競争性なし） 403,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

495
令和４年度全国水需給動態調
査

長崎県 4000020420000 随意契約（競争性なし） 386,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

496
令和４年度全国水需給動態調
査

佐賀県 1000020410004 随意契約（競争性なし） 342,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

497
令和４年度全国水需給動態調
査

愛知県 1000020230006 随意契約（競争性なし） 331,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

498
令和４年度全国水需給動態調
査

大分県 1000020440001 随意契約（競争性なし） 294,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

499
令和４年度全国水需給動態調
査

山口県 2000020350001 随意契約（競争性なし） 229,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

500
令和４年度全国水需給動態調
査

福岡県 6000020400009 随意契約（競争性なし） 193,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

501
令和４年度全国水需給動態調
査

愛媛県 1000020380008 随意契約（競争性なし） 184,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

502
令和４年度全国水需給動態調
査

東京都 8000020130001 随意契約（競争性なし） 165,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

503
令和４年度全国水需給動態調
査

鳥取県 7000020310000 随意契約（競争性なし） 146,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

504
令和４年度全国水需給動態調
査

青森県 2000020020001 随意契約（競争性なし） 138,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

505
令和４年度全国水需給動態調
査

徳島県 4000020360007 随意契約（競争性なし） 134,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

506
令和４年度全国水需給動態調
査

奈良県 1000020290009 随意契約（競争性なし） 108,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

507
令和４年度全国水需給動態調
査

和歌山県 4000020300004 随意契約（競争性なし） 107,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

508
令和４年度全国水需給動態調
査

滋賀県 7000020250007 随意契約（競争性なし） 94,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

509
令和４年度全国水需給動態調
査

秋田県 1000020050008 随意契約（競争性なし） 92,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

510
令和４年度全国水需給動態調
査

長野県 1000020200000 随意契約（競争性なし） 78,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

511
令和４年度全国水需給動態調
査

三重県 5000020240001 随意契約（競争性なし） 78,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

512
令和４年度全国水需給動態調
査

栃木県 5000020090000 随意契約（競争性なし） 72,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

513
令和４年度全国水需給動態調
査

岐阜県 4000020210005 随意契約（競争性なし） 69,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

514
令和４年度全国水需給動態調
査

千葉県 4000020120006 随意契約（競争性なし） 59,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

515
令和４年度全国水需給動態調
査

茨城県 2000020080004 随意契約（競争性なし） 56,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

516
令和４年度全国水需給動態調
査

新潟県 5000020150002 随意契約（競争性なし） 53,900 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

517
令和４年度全国水需給動態調
査

広島県 7000020340006 随意契約（競争性なし） 47,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

518
令和４年度全国水需給動態調
査

埼玉県 1000020110001 随意契約（競争性なし） 26,000 令和4年6月30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
実態調査を行う。

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）

519
令和４年度地盤沈下防止等対

策要綱推進調査
福岡県 6000020400009 随意契約（競争性なし） 1,684,000 令和4年7月1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を行う。

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）

520
令和４年度地盤沈下防止等対

策要綱推進調査
三重県 5000020240001 随意契約（競争性なし） 740,520 令和4年7月1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を行う。

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）

521
令和４年度地盤沈下防止等対

策要綱推進調査
佐賀県 1000020410004 随意契約（競争性なし） 1,763,970 令和4年7月4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を行う。

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）

522
令和４年度地盤沈下防止等対

策要綱推進調査
愛知県 1000020230006 随意契約（競争性なし） 1,090,000 令和4年7月4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を行う。

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）

523
令和４年度地盤沈下防止等対

策要綱推進調査
名古屋市 3000020231002 随意契約（競争性なし） 1,026,051 令和4年7月5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を行う。

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）

524
令和４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） 14,630,000 令和4年8月2日
水に関する国際会議における情報収集・発信、「質の高い社会」の
実現に向けたWebセミナーの開催及び国連「水の国際行動の10
年」中間レビュー会議における発信方策の提案を行う。

水に関する国際会議における情報
収集・発信、「質の高い社会」の実現
に向けたWebセミナーの開催及び国
連「水の国際行動の10年」中間レ
ビュー会議における発信方策の提案

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

525
令和４年度　道路メンテナンス
年報等の作成に関するデータ
整理・検討業務

令和４年度　道路メンテナンス年報等の作成
に関するデータ整理・検討業務　日本みち研
究所・橋梁調査会共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 37,994,000 令和4年4月1日
道路メンテナンス年報作成のための点検結果等のとりまとめ、各種
データ整理を行うとともに、２巡目点検の実務上の課題を抽出し、
対応策の検討を実施する。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課道路ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ企画室橋梁係
tel:03-5253-8494

526
令和４年度　道路政策の方向
性の検討に資する論調調査等
業務

（株）博報堂 8010401024011 随意契約（企画競争） 24,981,000 令和4年4月1日
道路に関する施策や取組などに関する情報発信や論調の状況に
ついて調査・分析し、道路政策の方向性の検討に向けた基礎資料
の作成や理解促進に向けた方策の検討を行う。

令和５年５月公表予定 道路局企画課企画第二係
tel:03-5253-8485



【会計名：一般会計】

（単位：円）

番号 物品役務等の名称
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調査概要 成果物 部局等名 備考

令和4年度 委託調査費に関する契約状況

527

令和４年度　多様な活動主体
の連携による道路空間の利活
用及び地域にふさわしい道路
景観の構築に関する調査検討
業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 24,695,000 令和4年4月1日
日本風景街道や道路協力団体等の多様な主体との連携による道
路空間の利活用や、地域にふさわしい道路景観の構築に関する調
査検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境調
査係
tel：03-5253-8495

528
令和４年度　通学路等における
交通安全対策の推進に関する
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） 17,985,000 令和4年4月1日
通学路等における交通安全対策の進捗状況等の整理・分析を行う
とともに、ラウンドアバウトの導入に関する技術的知見等を整理し、
導入時の留意事項等を整理・作成する。

令和５年５月公表予定
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

529
令和４年度　道路の先進的な
利活用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） 12,980,000 令和4年4月1日

令和４年度に各地域で実施する道路に関する社会実験のとりまと
め、過年度の社会実験結果のフォローアップを行うとともに、他地域
への普及及び道路施策へのフィードバック、社会実験制度の充実
のための方策を調査・検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境対
策係
tel：03-5253-8495

530
令和４年度　新たな道路政策
の実現に向けた技術研究開発
の調査・分析等業務

（一財）日本総合研究所 2010405010335 随意契約（企画競争） 39,930,000 令和4年4月4日

道路政策の質の向上に資する技術研究開発について、技術開発
に対する行政ニーズを整理するとともに、各ニーズの技術研究開発
の実施状況を分析し、新道路技術会議において支援する研究開
発を選定するための基礎資料作成及び研究開発に必要な事務手
続きを実施する。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課技術企画室
舗装係
tel:03-5253-8498

531
令和４年度　新技術の導入促
進に関する検討業務

令和４年度　新技術の導入促進に関する検討
業務橋梁調査会・日本建設機械施工協会共
同提案体

－ 随意契約（企画競争） 29,755,000 令和4年4月4日

道路施設の点検・修繕における点検支援技術や新たな施工技術
等の活用状況およびその効果を整理し導入促進に向けた課題を
取りまとめるとともに、この結果を踏まえ、今後の定期点検のあり方
等の検討、新技術活用に関する会議運営補助を実施する。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課技術企画室
舗装係
tel:03-5253-8498

532
令和４年度自動運転車等に係
る交通事故分析及び道路構造
からの再発防止策検討業務

（公財）交通事故総合分析センター 2010005018547 随意契約（競争性なし） 29,370,000 令和4年4月5日

関係省庁とも連携し、自動運転車等に係る交通事故に関するデー
タを収集・分析し、主として道路構造及び道路交通環境での事故に
対する影響の調査及び再発防止策の検討を行う。また、過去に発
生した交通事故データの分析等により、自動運転車等の事故発生
要因を検討するとともに、自動運転技術等に係る情報収集を行い、
交通事故リスク等の検討を行うものである。

令和５年５月公表予定

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

533
令和４年度　道路空間の賑わ
い創出の推進に関する調査検
討業務

令和４年度　道路空間の賑わい創出の推進に
関する調査検討業務日本みち研究所・建設技
術研究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 24,695,000 令和4年4月5日
道路における賑わい創出により地域の魅力向上、活性化を推進す
るため、ほこみち（歩行者利便増進道路）制度に関する事例収集・
分析、活用拡大方策等について調査検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課計画係
tel：03-5253-8495

534
令和４年度　「令和３年度自動
車起終点調査（ＯＤ調査）」の
実査に関する集計・分析業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 49,973,000 令和4年4月8日 令和３年度に実施した自動車起終点調査（ＯＤ調査）について、全
国の集計データを作成するとともに、これらの分析を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第二係
tel：03-5253-8487

535
令和４年度　道路局デジタル関
係施策に関する検討業務

令和４年度　道路局デジタル関係施策に関す
る検討業務　計量計画研究所・地域未来研究
所・NTTデータ共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 39,941,000 令和4年4月8日

xROADのシステム構成の全体像やデータの統一フォーマット・ルー
ルなどのうち技術的な検討課題について、総括的に検討を行うと共
に、別業務にて実施される予定の各個別のデータベース構築やAPI
の実装等に関する助言を行う。さらに、xROADで閲覧可能となる
データの一元的な管理・公表を行うWEBページを構築するととも
に、データを可視化するアプリケーションの構築を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第二係
tel：03-5253-8487

536
令和４年度　ASEAN諸国にお
ける橋梁維持管理技術の導入
に向けた調査検討業務

令和４年度　ASEAN諸国における橋梁維持管
理技術の導入に向けた調査検討業務　国際
建設技術協会・八千代エンジニヤリング共同
提案体

－ 随意契約（企画競争） 29,997,000 令和4年4月12日 ASEAN諸国と共同して橋梁維持管理について検討を行うとともに、
専門家会合の開催支援等を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第一係
tel:03-5253-8906

537
令和４年度　様々なデータを活
用した道路交通分析に関する
検討業務

令和４年度　様々なデータを活用した道路交
通分析に関する検討業務　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） 25,960,000 令和4年4月12日
全国の交通量や旅行速度等の道路関係データをとりまとめ・整理
等を行うとともに、常時観測交通量やETC2.0プローブ情報等の各
データを活用した交通状況分析の高度化に関する検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第二係
tel：03-5253-8487

538
令和４年度　官民連携による道
路インフラ関連技術の海外展
開支援業務

令和４年度　官民連携による道路インフラ関連
技術の海外展開支援業務　国際建設技術協
会・八千代エンジニヤリング共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 29,172,000 令和4年4月12日 令和4年9月1日 本邦企業の受注実績を分析するとともに、二国間会議・セミナーの
内容検討及び開催支援を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第一係
tel:03-5253-8906

539
令和４年度　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・国際建設技術協会「令和４年度　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） 30,082,140 令和4年4月13日
海外道路分野の報道情報、主要道路プロジェクトに関する情報の
調査・整理等を実施する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第一係
tel:03-5253-8906

540
令和４年度　北米における道路
関連政策等の動向に関する調
査業務

令和４年度　北米における道路関連政策等の
動向に関する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） 24,992,000 令和4年4月18日 米国及びカナダを対象として、道路分野に関する政策の最新動向
について調査を行い、我が国の施策に資する内容をとりまとめる。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第二係
tel:03-5253-8906

541
令和４年度　今後の大規模災
害等に備えた道路管理に関す
る検討業務

中央復建コンサルタンツ（株） 3120001056860 随意契約（企画競争） 23,980,000 令和4年4月18日
大雨等における土砂災害や道路・橋梁流失等の被害を軽減するた
め、耐災害性能に応じた道路防災対策（対策優先度、対策工法
等）のあり方や新たな事前通行規制基準に関する検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課道路防
災対策室防災対策係
tel：03-5253-8489

542
令和４年度　欧州諸国等の道
路関連政策等の動向に関する
調査業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年4月18日
欧州諸国（欧州委員会を含む）及び豪州を対象として、道路分野
の最新動向について調査を行い、我が国の施策に資する内容を取
りまとめる。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第二係
tel:03-5253-8906

543
令和４年度　利用者のニーズを
踏まえた道路標識のあり方に関
する調査検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 15,950,000 令和4年4月21日
すべての人にわかりやすい道案内の実現に向けて、利用者のニー
ズを踏まえた道路標識のあり方に関する検討及び標識令や道路標
識設置基準の改正に関する調査検討を行う。

令和５年５月公表予定 道路局企画課構造基準第一係
tel:03-5253-8485

544
令和４年度大都市圏の新たな
高速道路料金に関する調査等
業務

令和４年度大都市圏の新たな高速道路料金
に関する調査等業務　計量計画研究所・地域
未来研究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 24,992,000 令和4年4月26日 大都市圏の高速道路を賢く使うための料金体系について検討を行
う。

令和５年５月公表予定 道路局高速道路課都市高速係
tel:03-5253-8490

545
令和４年度　自転車の活用推
進に向けた施策検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 39,820,000 令和4年4月28日
第２次自転車活用推進計画に基づき自転車の活用を推進するた
め、自転車活用推進計画に基づく施策の促進策に関する調査・検
討を行う。

令和５年５月公表予定 道路局参事官付技術係
tel：03-5253-8497

546
令和４年度　人中心の道路空
間の実現に向けた道路構造等
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） 16,995,000 令和4年5月10日 人中心の道路空間や新たなモビリティの通行空間の実現に向け
て、道路構造令や道路構造基準の改正に関する調査検討を行う。

令和５年５月公表予定 道路局企画課構造基準第一係
tel:03-5253-8485

547
令和４年度　多様なニーズに対
応する道路空間の構築、運用
に関する調査検討業務

令和４年度　多様なニーズに対応する道路空
間の構築、運用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） 14,663,000 令和4年5月11日
道路への多様なニーズへ対応するため、事例集の作成を行うととも
に、一般化に向けた新たな基準や制度の設計に向けた調査検討を
行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課計画係
tel：03-5253-8495

548
令和４年度　道路施設における
許可申請手続の効率化に関す
る検討業務

デロイトトーマツコンサルティング合同会社 7010001088960 随意契約（企画競争） 13,981,000 令和4年5月11日
道路法第48条の32に規定される、特定車両停留施設に車両を停
留する際に必要となる道路管理者への許可申請手続について、デ
ジタル化を含めて効率化に向けた検討を実施する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室事業分析
評価係
tel：03-5253-8593

549
令和４年度　道路空間を活用し
た公共交通利用促進の方策に
関する検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年5月11日

道路空間を活用した公共交通の利用促進を図るため、BRTの導入
等における交通計画・都市計画両方の観点での計画策定・整備・
維持管理に関する道路管理者の関与のあり方や具体的な取組に
関する今後の方策について、検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室事業分析
評価係
tel：03-5253-8593

550
令和４年度　特殊車両通行手
続きにおける道路情報電子化
箇所等検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 34,991,000 令和4年5月13日
特殊車両通行手続きにおける自動審査の対象区間拡大や個別審
査の迅速化を図るため、道路情報を電子化すべき区間の整理等
を行い、より効率的な電子化方法の検討及び電子化を行う。

令和５年５月公表予定
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

551
令和４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） 28,996,000 令和4年5月13日
令和４年度の降雪状況や立ち往生発生状況を整理するとともに、
近年の頻発する短期間の駐中的な大雪に対応するための、今後
の冬期道路交通確保対策について検討を行う。

令和５年５月公表予定
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

552

令和４年度　バリアフリー・ユニ
バーサルデザインな道路空間
の創出推進に関する調査検討
業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年5月16日
道路のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進に向けて、整備
状況の調査や道路管理者への研修の設計、整備に関する評価指
標の検討等を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課計画係
tel：03-5253-8495
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553
令和４年度　道路関係国際機
関等の動向に関する調査業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 9,900,000 令和4年5月16日

道路関係国際機関（PIARC、ITF、TRC、REAAA、IRF、ESCAP）等
（以下、「国際機関」という。）への参画を補助し、道路分野における
国際的な最新動向及び我が国の施策に資する情報の収集・分析
を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第二係
tel:03-5253-8906

554
令和４年度　道路事業の評価
手法の効率化に向けた検討業
務

令和４年度　道路事業の評価手法の効率化に
向けた検討業務　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） 7,997,000 令和4年5月16日

道路事業の評価等を行う際の基礎となる交通量の推計について、
広域的な道路ネットワークを対象とした場合等、推計作業が煩雑に
なることが見込まれるケースにおいて、その効率化に向けた手法や
課題等を検討する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室施策分析
評価係
tel：03-5253-8593

555
令和４年度　自動運転の普及
等に向けた路車協調システム
等の検討業務

令和４年度　自動運転の普及等に向けた路車
協調システム等の検討業務　パシフィックコン
サルタンツ・道路新産業開発機構・三菱総合
研究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 39,996,000 令和4年5月23日

自動運転関連技術に関する最新動向の調査を行うとともに、複数
の実証実験を重点的に調査・比較することで、路車協調システムの
課題等について整理し、今後検証すべき項目等を検討する。さら
に、現状の自動運転導入を支援するスキームの改善策や自動運
転に対応した交通安全対策等を検討する。

令和５年５月公表予定

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

556
令和４年度　「道の駅」第３ス
テージ推進方策等検討業務

令和４年度　「道の駅」第３ステージ推進方策
等検討業務　日本みち研究所・オリエンタルコ
ンサルタンツ・全国道の駅連絡会共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 39,930,000 令和4年5月23日
「道の駅」第３ステージ推進の方策検討及び「道の駅」第３ステージ
推進委員会の運営補助や、「道の駅」の新規登録等の選定手続の
補助等を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室官民連携
係
tel：03-5253-8593

557
令和４年度高速道路に関する
交通関連データ整理・交通状
況解析業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 19,987,000 令和4年5月23日

高速道路や並行一般道路のETC2.0の経路情報やトラフィックカウ
ンター等の各種調査データから、交通量や旅行速度等の交通関連
データを整理し、交通状況を集計した上で、高速道路の経路選択
に関する特性等の解析を行う。

令和５年５月公表予定 道路局高速道路課事業企画係
tel：03-5253-8490

558
令和４年度高速道路における
逆走・誤進入の効果的な対策
に関する検討業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 19,855,000 令和4年5月23日 重大事故につながる可能性が高い高速道路での逆走等に対して、
効果的な防止対策を検討する。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課有料道路調
整室有料道路高度化推進係
tel：03-5253-8491

559
令和４年度　自動車開発と連
携した路車協調システムに関
する調査検討業務

令和４年度　自動車開発と連携した路車協調
システムに関する調査検討業務共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 39,875,000 令和4年5月24日

新たな路車協調システムのコンセプトのとりまとめを目的とし、国内
外の路車協調システムの動向調査を行うとともに、自動車開発の
分野におけるCASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）の
進展を踏まえ、将来のデータドリブンな道路施策の推進に向けた自
動車開発との連携方策等の検討を行うものである。

令和５年５月公表予定

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

560
令和４年度高速道路の機能強
化検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 28,952,000 令和4年5月24日

高速道路の４車線化やワイヤロープ設置等による暫定２車線区間
の対策に加え、自動運転トラックなど新しい物流システムに対応し
た高速道路インフラの活用のあり方やスマートIC の整備など、高速
道路の機能強化に関する検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課高速道路係
tel：03-5253-8490

561
令和４年度　事業用自動車に
係る交通事故分析等業務

（公財）交通事故総合分析センター 2010005018547 随意契約（競争性なし） 24,860,000 令和4年5月27日

交通安全対策の効果的な推進に資するよう、事業用自動車に係る
重大事故に関する原因分析とその結果を踏まえての道路管理者
が取り得る交通安全対策の提案を行うこと及び交通事故が多く発
生するエリア等を分析するとともに、事故件数等の経年的な推移や
事故形態等との関係について明確化し、その削減方法について検
討を行う。

令和５年５月公表予定
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

562
令和４年度　道路事業の便益
に係る原単位の算定手法の検
討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 7,997,000 令和4年6月3日

道路事業の便益計測に用いる時間価値原単位及び走行経費原
単位の算定手法の効率化について検討を行うとともに、ETC2.0等
のプローブデータを用いた新たなOD表に対応する前述の原単位の
算定方法や課題等について検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室施策分析
評価係
tel：03-5253-8593

563
令和４年度　ETC2.0システム
等の道路交通情報の高度化方
策に関する調査検討業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 24,970,000 令和4年6月6日
ETC2.0をはじめとする道路交通情報の実態や現状を整理するとと
もに、情報提供サービスの更なる利便性の向上や収集するデータ
の更なる活用推進に向けた方策の検討を行う。

令和５年５月公表予定

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

564
令和４年度　無電柱化の推進
方策検討業務

令和４年度　無電柱化の推進方策検討業務
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） 19,965,000 令和4年6月7日 無電柱化の取組状況・進捗状況の整理・分析を行い、無電柱化の
推進に寄与することを目的とする。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境分
析係
tel：03-5253-8495

565
令和４年度　ITS技術の国際協
調・展開に関する調査検討業
務

令和４年度　ITS技術の国際協調・展開に関す
る調査検討業務共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 21,615,000 令和4年6月10日 令和4年9月6日
ＩＴＳ関連の国際会議における対応支援・情報収集を行うとともに、
国外への効果的な情報発信手法について検討を行うことを目的と
する。

令和５年５月公表予定

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

566
令和４年度　道路管理における
センシング技術の活用に関する
調査検討業務

令和４年度　道路管理におけるセンシング技術
の活用に関する調査検討業務共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 13,904,000 令和4年6月10日

車両搭載センシング技術等に関する動向調査や道路管理でのセン
シングデータの活用を踏まえたデータ管理のあり方に関する検討を
行うことにより、道路管理におけるセンシング技術の活用推進に資
する成果を得ることを目的とする。

令和５年５月公表予定

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

567

令和４年度　社会課題のニー
ズに対応した新たな道路交通
調査体系の構築に向けた検討
業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 34,980,000 令和4年6月13日

ICT技術が急速に進展する中で、ETC2.0プローブ情報等を活用し
て効率的で常時観測可能な道路交通調査体系の構築に向けた検
討を行う。また、カーシェア等の近年における自動車保有・利用形
態の変化を踏まえた、今後の調査体系の構築に向けた検討を行
う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第二係
tel：03-5253-8487

568
令和４年度　貨物車の通行円
滑化・輸送の効率化等に向け
た道路施策の調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 20,955,000 令和4年6月13日

国際海上コンテナ車をはじめとする大型貨物車の通行の円滑化、
物流施設周辺の道路情報の電子化、中継輸送等に資する物流拠
点の整備に向けた検討等、物流の円滑化・効率化に資する施策の
調査・検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第一係
tel：03-5253-8487

569
令和４年度　生活道路における
交通安全対策の効果検証手法
検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 13,992,000 令和4年6月13日

生活道路における交通安全上の取組等を整理するとともに、
ETC2.0プローブデータ等のビックデータや映像データ等の解析技術
を活用して地域の課題や物理的デバイス等の整備による効果の評
価手法を検討する。

令和５年５月公表予定
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

570

令和４年度　道路政策をはじめ
とする公共投資の動向と経済
動向の関連性に関する調査検
討業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年6月15日

道路整備など公共投資については、乗数効果と言われる経済への
間接的な波及効果が認められており、景気対策の一つとして活用
されている。また、高速道路の開通区間沿線への大型物流施設や
商業施設の立地の増加、観光客数や人口の増加など、道路本来
の機能の発揮による経済効果もみられる。国内外における道路政
策をはじめとする公共投資の動向は経済動向と密接に関連し、相
互に影響していると考えられるが、その関係性を明らかにするため
に、近年の国内外の公共投資に係る政策の動向、主要経済指標
の変化や背景、公共経済分野における最新動向の調査を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第一係
tel：03-5253-8487

571
令和４年度　踏切道対策推進
に関するデータベース構築及
び分析・検討業務

令和４年度　踏切道対策推進に関するデータ
ベース構築及び分析・検討業務　パシフィック
コンサルタンツ・日本みち研究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 61,996,000 令和4年6月17日

課題踏切のデータ分析や指定に係る検討等の効率化・高度化を
図り、踏切対策を推進するために、一元化した新たな踏切データ
ベースシステムの設計・構築を行うとともに、開かずの踏切等につい
て、交通量や周辺状況等を分析し、対策実施に係る指標の検討を
行う。また、カルテ踏切や法指定踏切等について、指定候補箇所
の抽出・選定や改良後の評価結果等の「見える化」に関する資料
整理を行う。

令和５年５月公表予定
道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

572
令和４年度　道路施設の３次元
データ活用方策検討業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 59,928,000 令和4年6月17日

道路施設の効率的な維持管理に向けて、過年度作成した道路橋
及び道路トンネルのＢＩＭ／ＣＩＭ活用要領案等のＢＩＭ／ＣＩＭに関す
る基準類について、現場への導入に向け必要な検討を実施すると
ともに、更なる維持管理の効率化・高度化を目指し、ＢＩＭ／ＣＩＭと
全国道路施設データベースの連携方策等、今後の道路施設の維
持管理のあり方を検討する。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課技術企画室
舗装係
tel:03-5253-8498

573
令和４年度　道路における
2050年カーボンニュートラルへ
の貢献に関する調査検討業務

令和４年度　道路における2050年カーボン
ニュートラルへの貢献に関する調査検討業務
パシフィックコンサルタンツ・公共計画研究所
共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 22,000,000 令和4年6月17日
2050 年カーボンニュートラルの実現に貢献する、次世代自動車の
普及促進や道路における太陽光発電施設の設置等の道路分野に
おける施策について調査検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境対
策係
tel：03-5253-8495

574
令和４年度　幹線道路における
交通安全対策の効果検証手法
の検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 15,785,000 令和4年6月17日

事故危険箇所等において実施された交通安全対策が幹線道路へ
与えた効果について、ETC2.0プローブデータ等のビッグデータを用
いて検証すること及び近年の交通事故の発生状況等から事故危
険箇所の抽出基準等の見直しの必要性について検討する。

令和５年５月公表予定
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

575
令和４年度　サイクルルートの
利用環境に関する調査検討業
務

（株）ドーコン 5430001021765 随意契約（企画競争） 26,664,000 令和4年6月21日
サイクルツーリズムの推進のため、サイクルルートの利用環境等に
関する調査検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局参事官付技術係
tel：03-5253-8497
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576
令和４年度　広域道路ネット
ワークと諸外国の道路ネット
ワークの比較・分析業務

（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年6月21日
諸外国の道路ネットワークについて、拠点アクセス性や制度の整理
を行い、国内における広域道路ネットワーク等との比較・検討を行
う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第三係
tel：03-5253-8487

577
令和４年度　ETC2.0の経路情
報を活用した一時退出実験の
施策検討業務

令和４年度　ETC2.0の経路情報を活用した一
時退出実験の施策検討業務　道路新産業開
発機構・建設技術研究所共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 9,988,000 令和4年6月21日
高速道路から路外休憩施設等への一時退出実験に係る利用促進
及びサービス改善のため、現状を把握するとともに、必要な方策の
検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課特定更新等
工事係
tel：03-5253-8490

578
令和４年度　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） 9,966,000 令和4年6月21日
中国を中心としたアジア諸国の道路政策等の最新動向について調
査を行い、我が国の施策に資する内容をとりまとめることを目的とす
る。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第二係
tel:03-5253-8906

579
令和４年度　道路管理における
道路交通情報の活用に関する
調査検討業務

（公財）日本道路交通情報センター 2010005004175 随意契約（企画競争） 7,975,000 令和4年6月21日
道路交通情報の提供等に関する動向調査および道路管理におけ
る道路交通情報の活用方策の検討を行い、道路行政のＤＸに資す
る成果を得ることを目的とする。

令和５年５月公表予定

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

580
令和４年度　広域道路ネット
ワークの検討等業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 29,975,000 令和4年6月23日
各ブロックの新広域道路交通計画で位置づけられた高規格道路に
ついて、交通状況等のデータ分析を行うとともに、高規格道路を代
替・補完する道路について検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第三係
tel：03-5253-8487

581
令和４年度　自転車通行空間
整備に関する調査検討業務

令和４年度　自転車通行空間整備に関する調
査検討業務建設技術研究所・オリエンタルコン
サルタンツ・交通工学研究会共同提案体

－ 随意契約（企画競争） 26,653,000 令和4年6月23日

第２次自転車活用推進計画（令和３年５月閣議決定）に基づき、自
転車通行空間の更なる整備を図るため、自転車通行空間の整備
状況等を把握するとともに、社会情勢等の変化や関係法令等の改
正を踏まえた自転車通行空間に関する基準・ガイドライン等の見直
しに向けた調査、検討を行い、また、自転車に関する各種データを
整備することを目的とする。

令和５年５月公表予定
道路局参事官付技術係
tel：03-5253-8497

582
令和４年度　道路の設置・管理
に係る移動手段の変化等に伴

う訴訟リスクに関する業務
（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 13,365,000 令和4年7月4日

道路管理瑕疵に係る事案のうち､コロナ禍における自転車や自動二
輪等の利用の増加、飲食物の宅配サービスや通販需要の増加に
より事故が発生した事案に着目し、国内外の事例収集や判例分析
等を行う。また、今後求められる管理のあり方や道路管理者の責任
の範囲について整理・分析を実施し、訴訟・示談案件に係る対応に
資する資料のとりまとめを行う。

令和５年５月公表予定
道路局道路交通管理課訟務係
tel：03-5253-8482

583
令和４年度　諸外国における道
路課金施策及び貨物車交通施

策に関する調査業務
（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年7月4日

諸外国における道路課金施策に関する法制度、その導入や見直し
の経緯、今後の計画、関連技術等の情報収集ならびに整理を行
い、我が国における導入に向けた方策や課題等を整理する。あわ
せて、貨物車交通施策に係る検討の深化のため、諸外国における
道路運送業の労働事情や商慣習、物流拠点整備等の動向を調査
し、我が国との比較検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課道路経済調査室
調査第一係
tel：03-5253-8487

584
令和４年度持続可能な高速道
路に向けた更新事業等のあり

方に関する検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月5日

高速道路の更新事業等を円滑に実施するための方策・効果等の
整理をするとともに、更新事業等に係るデータ活用の検討等を行
う。

令和５年５月公表予定 道路局高速道路課都市高速係
tel:03-5253-8490

585
令和４年度　車両データ等を活
用した効率的な除雪作業に関

する検討業務
（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 11,000,000 令和4年7月11日

近年の頻発化する集中的な降雪に備え、また除雪オペレーターの
高齢化や担い手不足といった課題に対応するため、効率的な除雪
作業に向けて車両センサーデータ等を活用した路面状況の把握手
法・データ処理方策等について検討を行う。

令和５年５月公表予定
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

586
令和４年度　道路土工構造物
データを活用した効率的な道

路管理に関する検討業務
（一財）土木研究センター 6010505002096 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年7月14日

データに基づく法面・道路土工構造物等の管理を行うため、既存の
法面・道路土工構造物の点検状況や被災履歴等のデータを収集・
整理・分析するとともに、道路土工構造物データを活用した効率的
な道路管理の方策について検討する。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課道路防
災対策室防災対策係
tel：03-5253-8489

587
令和４年度　沿道も含めた道路
のリスク把握・分析・対応手法

の検討業務

「令和４年度　沿道も含めた道路のリスク把握・
分析・対応手法の検討業務」土木研究セン

ター・パスコ共同提案体
- 随意契約（企画競争） 11,880,000 令和4年7月14日

沿道区域制度が道路区域外や沿道からの道路災害を軽減・防止
する観点から、適切に制度が活用されるよう、関連する事例の整理
と対応手法について検討する。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課道路防
災対策室防災対策係
tel：03-5253-8489

588
令和４年度　軌道整備推進に
関する調査・分析・検討業務

令和４年度軌道整備推進に関する調査・分
析・検討業務日本交通計画協会・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） 9,966,000 令和4年7月14日

国内におけるサイドリザベーション方式を採用する路面電車の事例
を調査し、今後の採用検討時の基礎資料とする。また、今後の軌
道法許認可に活用するため、軌道法許認可路線の諸元等を調査・
整理する。

令和５年５月公表予定 道路局路政課交通係
tel:03-5253-8479

589
令和４年度　持続可能な高速
道路システムの構築に向けた

取組に関する検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年7月15日

令和3年8月の国土幹線道路部会 中間答申において取りまとめら
れた更新事業や進化・改良等に係る方向性を踏まえ、持続的な高
速道路システムの構築を目的として、更新事業等の取組の収集お
よび分析評価、機能向上の取組整理、高速道路を持続的に活用
する枠組みの整理検討などを行う。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課事業企画係
tel：03-5253-8490

590
令和４年度　高速道路等のイン
フラに関する国内外事業等の

実態調査・検討業務
（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 23,991,000 令和4年7月19日

車種区分のあり方に関する検討、高速道路の制度・運営に関する
国内外事例等の調査、コンセッション制度に関する国内外事例の
調査及び我が国における新たな高速道路の事業・施策導入に関す
る分析・検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課官民連携推
進係
tel：03-5253-8499

591
令和４年度　高速道路料金に

関する効果分析業務

令和４年度　高速道路料金に関する効果分析
業務　計量計画研究所・社会システム・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） 24,849,000 令和4年7月22日

令和3年8月の国土幹線道路部会 中間答申において取りまとめら
れた高速道路料金割引の見直しの方向性を踏まえ、高速道路料
金割引をより効果的なものにするために、ETCデータ等を用いた効
果分析や他の公共交通機関の料金施策に関する分析などを行う。

令和５年５月公表予定
道路局高速道路課事業企画係
tel：03-5253-8490

592
令和４年度　デジタル技術を活
用した高速道路料金施策に関

する検討業務

令和４年度　デジタル技術を活用した高速道
路料金施策に関する検討業務　計量計画研

究所・地域未来研究所共同提案体
- 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年7月22日

ETC2.0プローブデータの経路情報等のデジタル技術を活用して高
速道路の料金施策の効果を分析する手法の検討を行うとともに、
検討した手法を用いて、中京圏の新たな料金の導入による効果を
分析する。また、時間帯等により交通量の偏在が大きい区間におい
て、渋滞等の課題を解決するための対応を料金施策の観点から検
討する。

令和５年５月公表予定 道路局高速道路課事業企画係
tel：03-5253-8490

593
令和４年度　道路整備に係る

多様な効果の検討業務

令和４年度　道路整備に係る多様な効果の検
討業務　パシフィックコンサルタンツ・復建調査

設計　共同提案体
- 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年7月26日

道路の多様な効果について把握する手法を検討するため、国内外
での効果計測手法について事例を調査・分析し、実務への適用に
向けて体系的に整理を行う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室施策分析
評価係
tel：03-5253-8593

594
令和４年度　無電柱化の推進

に係る広報広聴業務
全国地方新聞社連合会 - 随意契約（企画競争） 19,932,000 令和4年7月28日

無電柱化に対する国民の理解と関心を深めるため、無電柱化の施
策に関するメディアの論調整理、効率的・効果的な広報活動及び
啓発活動の検討・実施を行う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境分
析係
tel：03-5253-8495

595
令和４年度　道路構造物のメン
テナンスに関する地方支援およ

び維持管理検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 27,830,000 令和4年7月29日

メンテナンスサイクルの着実な実施に向け、個別施設計画の策定・
更新支援策について検討を行う。また、維持管理コスト縮減や効率
化のため、具体的な取組、短期的な目標設定、コストの縮減効果
の試算方法、地元合意形成などについて事例収集・整理を行う。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課道路ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ企画室維持修繕係
tel:03-5253-8494

596
令和４年度　バスタプロジェクト
の推進方策に関する検討業務

令和４年度　バスタプロジェクトの推進方策に関
する検討業務　道路新産業開発機構・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） 14,982,000 令和4年8月3日

バスタプロジェクト（集約型公共交通ターミナル）の全国展開に向け
て、交通拠点における収支構造の調査やデータの取得・活用による
マネジメントの高度化の検討、および、これら検討に参考となる国内
外の事例の整理を実施する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室事業分析
評価係
tel：03-5253-8593

597
令和４年度　諸外国における道
路政策及びその負担のあり方に

関する検討業務
（株）公共計画研究所 3011001007682 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年8月8日

諸外国における公共インフラ及び道路整備への投資の必要性や道
路行政における持続可能な負担のあり方について主に各国の合意
形成について整理する。また、調査検討結果について国内の有識
者からヒアリングを行う。

令和５年５月公表予定 道路局総務課計画係
tel:03-5253-8473

598
令和４年度　道路附属物点検
の効率化に関する検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135 随意契約（企画競争） 7,810,000 令和4年8月22日
道路附属物について、点検の実施状況等の課題を把握し整理する
とともに、点検の効率化に向けて、道路附属物の点検結果を整理し
分析する。

令和５年５月公表予定
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

599
令和４年度　全国道路施設点
検データベースの改良に関す

る検討業務

令和４年度　全国道路施設点検データベース
の改良に関する検討業務　長大・日本みち研

究所共同提案体
- 随意契約（企画競争） 29,975,000 令和4年8月24日

令和4年度5月より運用を開始した、各種道路構造物の諸元や点
検データ等を一元的に扱う全国道路施設点検データベースについ
て、システム全体としての課題やその改善策等を検討する。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課道路ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ企画室橋梁係
tel:03-5253-8494

600
令和４年度　「道の駅」を中心と
した地域活性化方策検討業務

令和４年度　「道の駅」を中心とした地域活性
化方策検討業務電通・全国道の駅連絡会　共

同提案体
- 随意契約（企画競争） 29,942,000 令和4年8月24日

「道の駅」第３ステージのコンセプト「地方創生・観光を加速させる拠
点へ」を実現するため、「道の駅」の利用実態を踏まえた「道の駅」
及び地域のさらなる活性化戦略を立案し、個別「道の駅」における
モデル事業を行うとともに全国展開するための施策を検討する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室官民連携
係
tel：03-5253-8593

601
令和４年度　道路維持管理の

効率化に関する検討業務
（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 23,023,000 令和4年8月25日

北海道開発局、８地方整備局及び沖縄総合事務局管内の直轄国
道を対象として、維持管理に係わる各種データの整理・分析及び維
持管理基準（案）の見直しに向けた検討や、舗装点検実施要領に
基づく点検結果について整理・分析を行う。

令和５年５月公表予定
道路局国道･技術課道路ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ企画室道路工事調整係
tel:03-5253-8494

602
令和４年度　「道の駅」のデータ
活用等に関する調査検討業務

令和４年度　「道の駅」のデータ活用等に関す
る調査検討業務　協和コンサルタンツ・全国道

の駅連絡会　共同提案体
- 随意契約（企画競争） 19,965,000 令和4年8月26日

「道の駅」に関するデータの効率的な収集・整理手法、活用方策に
ついて検討を行うとともに、「道の駅」の管理運営に関する調査を行
う。

令和５年５月公表予定
道路局企画課評価室官民連携
係
tel：03-5253-8593

603
令和４年度　無電柱化の事業
期間短縮及び占用制限に関す

る検討業務

令和４年度　無電柱化の事業期間短縮及び
占用制限に関する検討業務　日本みち研究

所・建設技術研究所共同提案体
- 随意契約（企画競争） 17,710,000 令和4年8月26日

無電柱化の推進に向けて、効率的・効果的な事業期間短縮手法
の検討、同時整備等のコスト縮減手法の検討、新設電柱の占用制
限の拡大及び既設電柱の占用制限の開始に向けた検討等を行
う。

令和５年５月公表予定
道路局環境安全・防災課環境分
析係
tel：03-5253-8495

604
令和４年度　歩行空間に関す
る道路関係基準類の改定に向

けた調査検討業務
（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 11,935,000 令和4年8月30日

歩行空間に関する道路関係基準類を改定するため、国内外におけ
る整備事例の調査、最新の運用動向調査、関連技術の進展調
査、改定案の検討を行う。

令和５年５月公表予定 道路局企画課構造基準第一係
tel:03-5253-8485

605
令和４年度　道路分野における
本邦技術の活用に向けた調査

検討業務
八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 30,030,000 令和4年8月31日

政府が支援し、海外展開されている本邦技術の事例について情報
収集を行い、道路分野における海外展開ポテンシャルを有する技
術を調査し、海外展開の手法や政府支援策を提案する。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第一係
tel:03-5253-8906
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606
令和４年度　海外の道路市場

に関する調査検討業務

日本高速道路インターナショナル・大日本コン
サルタント「令和４年度　海外の道路市場に関

する調査検討業務」共同提案体
- 随意契約（企画競争） 21,989,000 令和4年8月31日

コンセッション方式等における収入等への新型コロナウィルス蔓延
等の影響や高速道路等を管理する際に求められる管理水準を調
査し、本邦企業が海外展開する際の留意点等をとりまとめる。

令和５年５月公表予定
道路局企画課国際室国際調査
第一係
tel:03-5253-8906

607
令和４年度　特殊車両の違反
取締制度等のあり方検討業務

令和４年度　特殊車両の違反取締制度等のあ
り方検討業務　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） 19,998,000 令和4年9月28日

特殊車両の通行違反取締の強化・効率化を目的として、特殊車両
通行確認制度の利用車両に対する取締手法、OBW等を活用した
モニタリング手法及び取締制度全般のあり方について検討を行う。

令和５年５月公表予定
道路局道路交通管理課調整係
tel：03-5253-8483

608
新たな住生活基本計画の全国
的な推進に係る検討調査業務

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 12,969,000 令和4年4月1日 －

住生活基本計画（都道府県計画）の見直し内容の把握・分析及び
市区町村の策定・見直しの促進を図るための調査を行うとともに、
令和６年度に実施予定の空き家所有者実態調査の企画立案を行
い、新たな住宅政策の全国的な推進と展開のための共通基盤の
形成を図る。

令和５年３月公表予定
住宅企画官付
調査係
内線：３９－２３５

609
令和５年住生活総合調査に向
けた試験調査実施及び同本調
査の内容設計等に関する業務

ランドブレイン株式会社 9010001031943 随意契約（企画競争） 16,984,000 令和4年4月1日 －

令和５年住生活総合調査の実施に備え、住宅・土地統計調査と調
整しつつ、実地にて効率的・効果的な調査方法や内容を検証する
試験調査を行うとともに、試験調査の結果を踏まえ、本調査の実施
方法・内容等の充実図るべく、調査企画等を行う。

令和５年３月公表予定
住宅企画官付
調査係
内線：３９－２３５

610
住宅セーフティネット制度の
運用方策等に係る検討調査

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 29,942,000 令和4年4月1日 －
住宅確保要配慮者の状況や、地方公共団体等の制度の活用状
況とその効果、課題等を踏まえ、さらなる制度の普及・活用方策を
検討する

令和５年３月公表予定
住宅総合整備課
企画計画係
内線：３９－３３５

611
公営住宅の管理・ストックマ
ネジメントのあり方等に関す
る検討調査

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 28,424,000 令和4年4月1日 －

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物の省エネルギー
対策に係る国の検討状況を踏まえつつ、公営住宅の費用面での課
題や公営住宅における省エネ改修・再エネ設備導入の普及方策に
ついて検討する

令和５年３月公表予定
住宅総合整備課
企画計画係
内線：３９－３３５

612

住宅瑕疵担保履行法に基づく
基準日届出等の電子システム
の運用・保守及び機能拡張の
ための開発・要件定義業務一
式

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株
式会社

1011101015050 随意契約（企画競争） 41,991,290 令和4年4月1日 －

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき行
われる基準日毎の新築住宅の資力確保措置に係る届出等につい
て、事業者及び行政庁双方の負担等を軽減するため、地方整備
局等に届出を行う事業者のうち保険のみで資力確保措置を行って
いる事業者を対象としたシステムの保守・運用及び供託で資力確
保措置を行っている事業者を対象としたシステムの要件定義を行
う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（住宅瑕疵担保対
策担当）
内線：３９－４４４

613
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

株式会社アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 30,393,000 令和4年4月1日 －

良好な市街地環境を確保しつつ、社会的なニーズに迅速かつ的確
に対応するため、用途規制の特例許可実績の調査や手続きの合
理化に資する調査等を実施し、社会・経済情勢の変化を踏まえた
集団規定のあり方について検討を実施する。

令和５年３月公表予定 市街地建築課
内線：３９ー６３４

614
住宅団地におけるＤＸ及びＭ
ａａＳの推進方策の検討調査
業務

日建設計総合研究所・ＵＲリンケージ共同提案
体

－ 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年4月1日 －

現下の住宅団地が抱える人口減少・高齢化等に伴う空き家の増加
や、生活関連サービス、交通サービスの低下・不足等の課題を整
理し、課題解決に向けた団地再生の方向性について調査・分析を
行う。

令和５年３月公表予定
市街地住宅整備室
企画係
内線：３９ー６７７

615
住宅団地の再生に関する方策
の検討調査業務

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 14,938,000 令和4年4月1日 －

これまでに実施した住宅団地関連調査や、住宅団地再生連絡会
議、住宅団地再生検討ワーキングの論点を整理し、新しい生活様
式や住まい方等に対応した住宅団地の再生を行うに当たっての課
題について調査・分析を行う。

令和５年３月公表予定
市街地住宅整備室
企画係
内線：３９ー６７７

616
災害に対して脆弱な市街地に
おける防災性の向上等の方策
に係る調査・検討

株式会社日本能率協会総合研究所 5010401023057 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年4月27日 －
狭あい道路解消に向けた地方公共団体の取組みの調査や、狭あ
い道路を有する市街地における防災上の課題の把握等を通じて、
市街地の防災性向上等に向けた施策の検討を行う。

令和５年３月公表予定 市街地建築課
内線：３９ー６３４

617
多様化する再開発事業の実態
等に関する調査

株式会社アール・アイ・エー 6010401000963 随意契約（企画競争） 19,800,000 令和4年4月28日 －

社会・経済情勢等の変化を反映し、近年再開発事業で整備される
建築物の用途や形態が多様化、複雑化しているなか、実態に即し
た方法を通じて、時代変化に対応した再開発事業の支援等のあり
方について、調査・検討等を行う。

令和５年３月公表予定 市街地建築課
内線：３９ー６55

618
密集市街地の改善整備方策の
検討調査業務

株式会社アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 19,987,000 令和4年4月27日 －

危険密集市街地について、これまでに実施した地区カルテの作成
に係る調査等の結果の整理、分析を行い、改善整備における現状
の課題等を抽出する。作成した地区カルテを基に、地方公共団体
との意見交換、課題の抽出整理を行うとともに整備改善状況のばら
つき等の課題を解消するための必要な方策について検討を行う。

令和５年３月公表予定
市街地住宅整備室
企画係
内線：３９ー６７７

619
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

株式会社環境管理センター 7013401000164 随意契約（企画競争） 13,499,000 令和4年4月27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。

令和５年３月公表予定 建築指導課
内線：３９－５４６

620
効率的・効果的な改良住宅及
び克雪住宅等住環境整備のあ
り方に関する検討調査

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年5月2日 －

改良住宅等に関して、改良住宅等の整備や管理に関する動向等
を調査し、建替事例や建替に関する課題等を参考にしつつ、効率
的・効果的な整備及び管理手法を検討するとともに、豪雪地帯にお
ける克雪住宅等に関して、整備事例や地方公共団体による支援制
度等を調査・収集・分析等することにより、地方公共団体が取り組
む克雪住宅等への支援をより一層推進するための方策を検討す
る。

令和５年３月公表予定
住宅局住宅総合整備課住環境
整備室関連施設係
内線：３９－３５８

621
建築物の利用方法と安全確保
方策等に関する調査・分析業
務

株式会社アルテップ 5011001027530 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年5月17日 －
現行基準が求める安全性を既存不適格建築物において確保する
ためのハードによらない方法の検討、複数用途一括での用途変更
審査に関する検討、建築主事の資格取得に関する検討を行う。

令和５年３月公表予定
参事官（建築企画担当）付
内線：３９－５02

622
住宅金融における気候変動リ
スクへの対応等に関する検討
調査

株式会社　価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 20,000,000 令和4年6月13日 －
気候変動リスク等に対応した住宅金融市場の整備に向けて、現状
や課題等を分析・評価し、対応方策やその周知普及について検討
を行う。

令和５年３月公表予定
住宅局住宅経済・法制課
住宅金融室金融企画係
内線：３９－７２６

623

高齢者の住まいの選択に資す
る情報提供の実態や高齢者向
け住まいを活用した取組等に
関する調査・検討業務

ランドブレイン株式会社 9010001031943 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年5月30日 －
高齢者の住まいの選択に資する入居相談時等の情報提供の実態
や高齢者向け住まいにおける空き住戸の活用や特徴的な取組等
に係る調査・分析等を行う。

令和５年３月公表予定
住宅局安心居住推進課
高齢者住宅指導係
３９－８５５

624
多様な政策課題に対応した住
まいの確保方策等に関する調
査

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 20,988,000 令和4年6月10日 －
多様な政策課題に対応した公営住宅等に関する地方公共団体の
先進的な取組事例を収集・整理し、効果的な普及啓発方策を検
討し、横展開を図る

令和５年３月公表予定
住宅総合整備課
企画計画係
内線：３９－３３５

625
居住支援活動等の普及・促進
に関する検討調査

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年5月27日 －
居住支援法人等の支援体制や活動内容及び実績等の調査･分析
や、地域ごとの住宅確保要配慮者や借家ストックの状況、家主の入
居制限の実態、家賃債務保証業に関する実態調査等を行う

令和５年３月公表予定
住宅局安心居住推進課
安心居住係
内線：３９－８３４

626

建築物（非住宅）のエネル
ギー消費性能等に関する実態
把握及び課題分析に関する調
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） 15,895,000 令和4年6月17日 －

建築物省エネ法に基づく届出制度や適判制度等における建築物
の一次エネルギー消費量基準及び外皮基準への適合状況等につ
いての実態把握調査の他、建築物省エネ法に基づく建築物の適合
義務制度について、2021年4月1日に全面施行した後の審査日
数、検査の手続きやそれに係る体制の整備状況等を調査し、課題
を整理する。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（建築企画担当）
付
内線：３９－４６６

627
住宅のエネルギー消費性能等
に関する実態把握及び課題分
析に関する調査

株式会社日建設計総合研究所 7010001007490 随意契約（企画競争） 15,400,000 令和4年6月17日 －

建築物省エネ法に基づく届出制度等における住宅の一次エネル
ギー消費量基準及び外皮基準への適合状況等についての実態把
握調査の他、建築物省エネ法に基づく住宅の届出義務制度につい
て、2019年11月16日に施行した審査手続きの合理化を受けて、
受付状況や不適合物件への指示に係る運用状況等を調査し、課
題を整理する。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（建築企画担当）
付
内線：３９－４６６

628
民法改正を踏まえた民間賃貸
住宅の退去等における紛争解
決に向けた検討調査業務

株式会社　社会空間研究所 3011001011016 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年5月27日 －
住宅の賃貸借契約におけるトラブルの未然防止や円滑な解決を図
るため、特にトラブルになりやすい退去時の原状回復等の事例及び
ADR等の紛争解決制度の活用事例の収集・分析を行う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：３９－９４４

629
住宅団地（団地型マンショ
ン）等の再生に係る制度の活
用方策等に関する検討調査

ランドブレイン株式会社 9010001031943 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年5月25日 －
改正マンション建替円滑化法の施行に伴い措置された制度等の運
用状況や課題に関する検討調査や近年のマンション建替えを取り
巻く環境等を踏まえた既存ガイドライン・マニュアルの改訂等を行う

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：３９－９15

630

住まいと住まい方に関するリ
テラシー向上に資する教育コ
ンテンツの作成およびその発
信方法の検討

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 15,862,000 令和4年6月4日 －

個人が住まいと住まい方の選択を迫られる前に必要な知識と判断
力を備え、その結果として良質な住宅ストックの循環に資するような
住教育の推進を目的として、住教育テーマの整理・選定および活
用しやすい教育コンテンツの作成・発信を行う。

令和５年３月公表予定 住宅局住宅企画官付
内線：３９－２２０

631
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

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年5月27日 －
ガイドラインに基づき建築分野でBIMが活用された事例に基づく課題
抽出・解決法策の検討支援、設計業界等へのBIM普及の検討支
援、建築BIM推進会議及び個別WG等の運営支援等を行う。

令和５年３月公表予定 建築指導課
内線：３９－５４２

632
地方公共団体等が実施する空
き家対策を通じた住環境整備
に関する検討調査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会
社

3010401011971 随意契約（企画競争） 9,999,999 令和4年5月27日 －
空き家が増加する状況を踏まえ、地方公共団体等が取り組む空き
家対策等に関して、事例を調査・収集・分析等することにより、今
後、空き家対策等をより一層推進するための方策を検討する。

令和５年３月公表予定
住宅局住宅総合整備課住環境
整備室関連施設係
内線：３９－３５８

633
住宅循環システム構築に資す
る既存住宅の資産化・流通活
性化に係る調査業務

株式会社ニッセイ基礎研究所 3010001025942 随意契約（企画競争） 14,993,000 令和4年6月28日 －

戸建住宅に係る既存住宅流通市場・リフォーム市場を活性化する
上で課題となっている事項を整理し、これまでの施策で十分な検討
がなされていない分野への調査を含め、その在り方について検討す
る。

令和５年３月公表予定 住宅局住宅企画官付
内線：３９－２１９

634
住まいのセーフティネットの
在り方の検討に係る調査業務

一般財団法人日本総合研究所 4010701026082 随意契約（企画競争） 10,230,000 令和4年6月24日 －
日本における住まいに困窮する者の実態把握や諸外国の制度等と
の比較により、住まいのセーフティネットのあり方について検討し、今
後のセーフティネット施策に反映できる知見を抽出する。

令和５年３月公表予定
住宅局住宅企画官付住宅市場
整備係
内線：３９－２１６

635
住宅性能表示制度の利用促進
に関する調査分析業務

一般社団法人　住宅性能評価・表示協会 5011105004467 随意契約（企画競争） 3,988,600 令和4年6月28日 －

住宅性能表示制度の利用実態に関する調査の他、関係法令の改
正や技術の発展等を踏まえた評価方法基準等の検討や、制度利
用の阻害要因について調査・分析を行い、政策目標の達成に向け
た企画立案のための基礎情報の整備を行う。

令和５年３月公表予定 住宅生産課
内線：３９－４３５

636
長期優良住宅等の劣化や性能
の変化に関する基礎的調査業
務

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 11,088,000 令和4年6月28日 －
長期優良住宅や住宅性能評価を受けた住宅等の劣化や性能の変
化に関する調査を行うに当たって、基礎的な資料収集や調査方法
のあり方について検討を行う。

令和５年３月公表予定 住宅生産課
内線：３９－４３５

637
民間賃貸住宅市場の実態把握
及び分析に関する調査検討
（計画修繕の実態等調査）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会
社

3010401011971 随意契約（企画競争） 14,000,000 令和4年6月24日 －

民間賃貸住宅に係る各種施策の推進の検討材料を得ることを目
的として、計画修繕の技術面・費用面に係る実態や、大家の計画
修繕への取り組み状況及び子育て世帯の受入れ等に係る大家の
ニーズ・意向について調査を行う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：３９－９５４

638
既存住宅の質の向上等に関す
る調査検討業務

株式会社ニッセイ基礎研究所 3010001025942 随意契約（企画競争） 19,987,000 令和4年6月24日 －

インスペクションの実施や「安心Ｒ住宅」制度等について消費者の
意識調査を行うとともに、その結果を踏まえた既存住宅流通・リ
フォーム市場の形成の課題の抽出・分析を行うとともに、課題解決
の方策の検討・とりまとめを行う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（住宅瑕疵担保対
策担当）
内線：３９－４４８

639
民間賃貸住宅におけるバリア
フリーの課題分析、解決方策
の検討業務

株式会社市浦ハウジング＆プランニング東京
支店

4010001000696 随意契約（企画競争） 14,971,000 令和4年6月27日 －
民間賃貸住宅におけるバリアフリー環境の実態や高齢者、障害者
の受入れ等に関する優良事例の把握を行い、バリアフリーが必要な
者に対する情報提供のあり方等について検討・とりまとめを行う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：３９－９４４

640
建築基準・住宅制度に関する
国際分析調査業務

一般社団法人建築・住宅国際機構 6010405013689 随意契約（企画競争） 9,998,000 令和4年6月27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。

令和５年３月公表予定
住宅局総務課国際室
内線：39-176

641
建築基準に関する国際規格の
整合調査業務

一般社団法人建築・住宅国際機構 6010405013689 随意契約（企画競争） 9,498,000 令和4年6月27日 －
建築・住宅分野における策定段階の国際規格の情報収集・調査を
行い、日本としての対応方針案及び提案すべき規格案の検討等を
行う。

令和５年３月公表予定
住宅局総務課国際室
内線：39-176
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642
マンション建替え等に係る制
度の見直しの効果等に関する
検討調査

ランドブレイン株式会社 9010001031943 随意契約（企画競争） 13,992,000 令和4年6月24日 －
区分所有法制の見直しによる建替え等の円滑化の効果に関する
調査や今後のマンションの再生に関する法制度等の見直しの方向
性の検討を行う。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：３９－９15

643

令和４年度大臣認定に係る手
続きの効率化・迅速化及び利
便性向上に資するシステムの
改修・運用等業務

スリーハンズ株式会社 4010001086959 一般競争入札 9,130,000 令和4年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。

令和５年３月公表予定 参事官（建築企画担当）付
内線：３９－５０６

644
令和４年建築基準適合判定資
格者補助業務

公益財団法人建築技術教育普及センター 7010005005648 一般競争入札 17,930,000 令和4年4月8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。

令和５年３月公表予定 建築指導課
内線：３９－５３９

645
令和４年度住宅局で保有する
行政文書等の電子化業務

東京都ビジネスサービス株式会社 7011501022723 一般競争入札 6,363,280 令和4年5月11日 －
「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成３１年３
月２５日内閣総理大臣決定）に則り、紙で保存されている行政文書
等の電子化を推進することとする

令和５年３月公表予定
住宅局総務課経理係
内線：３９－１２７

646
建築確認等の電子化に関する
調査

株式会社グリーンエコ 2120001115147 一般競争入札 4,400,000 令和4年5月11日 －
確認済証等の保存・活用状況等を把握し、オンライン化を推進す
る上での法令の適切な運用や基準の見直しの観点から課題の抽
出等を行う。

令和５年３月公表予定
建築指導課
内線：３９－５３８

647
建築基準法の施行状況等に関
する調査

株式会社グリーンエコ 2120001115147 一般競争入札 1,551,000 令和4年5月11日 －
建築基準法令に基づく事務手続について、行政文書によってその
状況を調査し、過去の事務手続の執行状況の結果をとりまとめる。

令和５年３月公表予定
建築指導課
内線：３９－５３８

648 令和４年度住宅市場動向調査 株式会社サーベイリサーチセンター 6011501006529 一般競争入札 22,000,000 令和4年6月9日 －
個人の住宅建設に関し、資金調達方法・影響を受けたこと等につい
ての実態を把握し、今後の住宅政策の企画立案の基礎資料とする
ことを目的として、毎年度実施しているものである。

令和５年３月公表予定
住宅局住宅企画官付住宅経済
係
内線：３９－２３４

649
マンションの管理適正化の推
進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式会
社

3010401011971 随意契約（企画競争） 21,670,000 令和4年7月7日 －
マンション管理適正化の推進に係る調査検討を具体的に行っていく
ため、マンションの管理適正化に資する事例や、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。

令和５年３月公表予定
住宅局参事官（マンション・賃貸
住宅担当）
内線：39-915

650
住宅建設に係る海外からの木
材等の流通・調達に関する調
査

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） 7,999,970 令和4年8月1日 －

住宅建設に係る輸入木材等の流通・調達に関わる様々な事業者
に対し、流通・調達の現状等に関するアンケート・ヒアリング調査を
行うとともに、木材等の輸入建材の流通量、価格動向等に関する
データの収集・分析等を行う。

令和５年３月公表予定 住宅局総務課国際室
内線：39-176

651
軌間の異なる在来線間での軌

間可変台車の開発
近畿日本鉄道株式会社 5120001183629 随意契約（公募） 139,950,000 令和4年4月20日 レール幅（軌間）の異なる在来線間の直通運転を想定し、軌間可

変台車を開発する。
令和5年2月公表予定 鉄道局技術企画課

tel：03-5253-8546

652
洗堀被災橋梁の緊急診断法・

補強法の提案
公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（競争性なし） 20,000,000 令和4年4月28日

被災した橋梁の再供用可否の診断の迅速化や再供用可能な範囲
の拡大を目的に、橋脚の再供用に向けた定量的な診断方法や緊
急補強法を開発する。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

653
河川橋脚の効率的な健全度判

定システムの開発
公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（競争性なし） 23,947,000 令和4年4月28日

鉄道橋脚の基礎の健全性を状態監視し安全性を向上させるため、
監視対象に応じた洗掘防護工・橋脚基礎を含めた一体的な健全
度評価方法を提案する。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

654
鉄道等の整備に関連する環境

対策に関する調査業務
株式会社テクノ中部 4180001006883 一般競争入札 13,970,000 令和4年6月30日 令和4年11月28日

大規模開発事業に伴う生態系への影響及びその対策に関する事
例収集等を行い、今後の鉄道等の整備に関連する環境対策を検
討する。

令和5年3月公表予定
鉄道局施設課
tel：03-5253-8556

655
旅客鉄道ネットワークの活用も
含めた貨物鉄道輸送の在り方

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） 13,996,526 令和4年4月27日 鉄道の輸送量拡大に向けた検討会の開催および旅客鉄道を活用

した貨客混載輸送の実証実験の実施
令和５年３月公表予定 鉄道局都市鉄道政策課

tel：03-5253-8534

656
地方鉄道向け無線式列車制御
システムの開発

日本信号株式会社 9010001110631 随意契約（公募） 88,352,000 令和4年7月4日 令和4年12月12日 地方鉄道向け無線式列車制御システムの実証試験等を実施。 令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

657 ベトナム南北線に関する調査 パシフィックコンサルタンツ株式会社 8013401001509 一般競争入札 23,800,000 令和4年7月12日
南北線の現状及び課題、ベトナム側担当部局のニーズを踏まえ、
南北線の安全面及び速度向上等の改善に向け、より詳細な解決
策を検討し、ベトナム側担当部局へ提案を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

658
社会情勢の変化等による鉄道
の利用状況に関する調査

株式会社現代文化研究所 1010001015490 一般競争入札 7,233,000 令和4年7月13日

新型コロナウイルス感染症の流行により都市鉄道を取り巻く環境は
大きく変化しており、今後の都市鉄道のあり方などの検討にあたって
は、鉄道利用の状況を把握する必要があり、今後の都市鉄道施策
を検討するために必要となる鉄道利用状況について調査するもの

令和５年３月公表予定 鉄道局都市鉄道政策課
tel：03-5253-8534

659
鉄道車両用材料における燃焼
性規格に関する検討調査

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 3,999,996 令和4年8月4日

火災防護に係る国際規格化に向けた審議にあたり、日本の技術基
準で定める燃焼性規格の考え方が廃除されないようにすることを目
的として、定性的である燃焼性規格の定量化手法等の検討・調査
を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

660
鉄道技術の国際標準化活動に
関する検討調査

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 19,987,000 令和4年8月4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とし
て、標準化活動に関する課題を明らかにした上で、日本の鉄道技
術の国際標準化を推進するための調査・検討を行う。

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

661
日本の技術基準等の理解促進
及び浸透を図るための方策検
討調査

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 29,480,000 令和4年8月4日
発注仕様に日本の技術が採用されやすい環境を整備することを目
的として、アジア諸国に対して、日本の技術基準等の理解促進及
び浸透を図るための方策を検討・調査する。

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

662
鉄道分野のカーボンニュートラ
ル加速化に関する調査検討

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 9010001027685 一般競争入札 23,827,094 令和4年8月5日
鉄道分野のカーボンニュートラルに向け、「先進的な鉄道事業者の
更なる取組」「幅広い鉄道事業者への横展開」の加速化に向けた
調査検討を行う。

令和5年3月公表予定

鉄道局企画室
tel：03-5253-8542
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

663
訪日外国人旅行者受入環境
改善に向けた企画乗車券に関
する実装調査等

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 2011001100372 一般競争入札 7,766,000 令和4年8月5日

企画乗車券の認知度を高めることを目的として、企画乗車券ワンス
トップウェブサイトの実装調査を実施する。また、当該ウェブサイト利
用者からのフィードバックなどにより、更なる企画乗車券ワンストップ
ウェブサイトの充実化を図る。

令和5年3月公表予定
鉄道局鉄道サービス政策室
tel：03-5253-8542

664
動力車操縦者運転免許に関す
る調査及び分析

一般財団法人日本鉄道運転協会 1010505001953 一般競争入札 997,568 令和4年8月9日
動力車操縦者運転免許に関す省令及び関係通達の見直しに関す
るアンケート調査の実施

動力車操縦者運転免許に関する省
令の見直しに関するアンケート調査
を行った結果の取りまとめを実施し

た。

鉄道局安全監理官室
tel：03-5253-8548

665

側線における検査のあり方、軌
道の維持管理に関する技術継
承及び新幹線の地震対策に係
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 6,490,000 令和4年8月10日
現行の側線の検査の効率性、地方中小鉄道技術者の技術継承等
について検討を行う

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

666
鉄道に関する技術上の基準を
定める省令第８１条（車両の付
属装置）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 4,989,160 令和4年8月10日
車内の防犯関係設備の充実や自動運転の導入等について、技術
基準等の改正のあり方について調査検討を行う。

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

667
フィリピン・インドネシア地方主要
都市における都市交通整備計
画に関する調査

株式会社野村総合研究所 4010001054032 一般競争入札 29,810,000 令和4年8月19日

フィリピン・インドネシアの地方主要都市に関して、基礎情報や現地
の公共交通の整備方針を調査すると共に、整備方針に対する現地
関係機関の検討熟度をヒアリングし、日本としての将来的な鉄軌道
系案件への協力可能性を分析する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

668
索道の搬器と地表面の間隔及
び乗降時の運転速度に係る調
査検討

一般財団法人日本鋼索交通協会 4010505002081 一般競争入札 2,959,000 令和4年8月19日 索道利用客の多様化を踏まえた搬器と地表面の間隔及び乗降時
の運転速度について検討を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

669

鉄道に関する技術上の区順を
定める省令第４６条（送電線路
及び配電線路の施設）等に関
する調査検討

一般社団法人日本鉄道電気技術協会 8010505000107 一般競争入札 5,973,000 令和4年8月22日
鉄道の電気設備及び運転保安設備関係の技術基準について、今
後の見直しの基礎資料とするため、基準運用上の問題点や新技術
について調査検討を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

670

鉄道に関する技術上の基準を
定める省令第113条（停止を指
示する信号の現示）等に関する
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 2,948,682 令和4年8月22日
鉄道の運転関係の技術基準について、今後の見直しの基礎資料と
するため、基準運用上の問題点や新技術について調査検討を行う
もの。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

671

タイにおける貨物鉄道輸送の事
業実施可能性及び貨物鉄道関
連産業の参画可能性に関する
調査

日本貨物鉄道株式会社 7011001068366 随意契約（企画競争） 24,970,000 令和4年8月26日

タイ国内の貨物鉄道輸送O&M事業への民間事業者による参画モ
デル及び貨物鉄道輸送関連事業への日本企業の参入可能性を
調査するとともに、貨物鉄道輸送の民間開放を見据えモーダルシ
フト推進支援を実施する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

672

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（令和４

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 28,930,000 令和4年8月29日
我が国における望ましい入札手続、調達手続のあり方等に関して、
情報収集を実施するとともに、収集した情報に基づき、国際入札、
調達手続のあり方について検討する。

令和5年3月公表予定
鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

673
国際環境の変化等を踏まえた
鉄道分野のインフラ海外展開
促進方策検討業務

日本コンサルタンツ株式会社 4010001146242 随意契約（企画競争） 28,875,878 令和4年8月29日

諸外国が日本に求めるコア技術及び日本及び諸外国の鉄道分野
におけるコア技術展開について情報収集を実施する。収集した情
報を踏まえ、日本企業の今後の海外展開の可能性や方策につい
て検討する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

674
令和４年度　鉄道の基礎構造
物の設計に関する調査研究

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（公募） 19,910,000 令和4年8月30日
基礎構造物を本体系にて整理するとともに、新技術や技術レベル
の向上等を反映させた技術基準を整備することを目的として調査
研究を行う。

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

675
令和４年度　鉄道の基礎・抗土
圧構造物の維持管理に関する
調査研究

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（公募） 13,860,000 令和4年8月30日

鉄道抗土圧構造物の構造形式に応じた変状の把握方法から対策
の選定までの体系、水害や地震被害を受けた場合の検査・復旧方
法に係る体系を整理し、維持管理の実務者が理解しやすい、維持
管理標準の補足としての手引きをとりまとめることを目的とした調査
研究を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

676

令和４年度福島県沖地震に対
する鉄道構造物等設計標準
（耐震設計）の検証に関する調
査研究

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（公募） 1,980,000 令和4年8月30日
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震に対する
現行の設計標準と耐震補強の妥当性を評価するため、設計標準
等によるそれらの解析を行うことを目的として調査研究を行う

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

677
「鉄道分野における我が国企業
の海外展開に係人材育成・人
材活用」業務

株式会社野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 28,990,604 令和4年8月30日
海外鉄道案件への参画促進の観点からO&Mプロジェクト事例等に
係る情報収集・分析を実施するとともに、企業間の人材交流促進
策や人材活用方策を検討する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527
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678
令和４年度　鉄道トンネルの維
持管理に関する調査研究

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（公募） 1,380,000 令和4年8月30日

トンネルの構造形式に応じた変状の把握から対策の選定までの体
系、近年多く見られる課題への対応策や新技術の活用について整
理し、維持管理の実務者が理解しやすい、維持管理標準の補足と
しての手引きをとりまとめることを目的とした調査研究を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

679
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） 28,930,000 令和4年9月2日

欧州で確認された事例を元に、既存のシステムの運用実績等を活
用したRAMS立証方法の可能性について検討するとともに、欧州の
鉄道事業者及びメーカーが実施するトレーサビリティ管理の実態に
ついて調査する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

680
日EUの鉄道分野における技術
協力の可能性調査（令和４年
度）

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 26,994,000 令和4年9月7日
日ＥＵの鉄道分野において、車両の相互承認等の技術協力の可能
性の検討を行う。

令和5年3月公表予定
鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

681
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 ー 随意契約（競争性なし） 1,851,300 USドル 令和4年9月8日
我が国の超電導リニア技術の導入促進を図るため、路線計画等に
ついて検討し、米国側に提案する技術的事項をまとめることで、今
後の米国側における事業検討を促進すべく調査を実施する。

公表する予定はない 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

682
鉄道車両における次世代バイ
オディーゼル燃料の実証・評価

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 随意契約（競争性なし） 84,512,000 令和4年9月8日
複数の次世代バイオディーゼル燃料についてディーゼルエンジン単
体試験および車両走行試験を実施し、基本的な性能評価と実用
上の問題についての評価・検討を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

683

令和4年度　バンコク・チェンマ
イ間高速鉄道計画における経
済・財務分析等に係る検討調
査

PwCアドバイザリー合同会社 7010001067262 随意契約（企画競争） 24,983,099 令和4年9月8日
タイ政府からの要請に基づき、2017年のJICA F/Sの最終報告書
を基礎としつつ、過年度調査の事業費削減結果に基づく財務分
析、経済分析等の調査を実施する。

令和5年3月公表予定
鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

684
ポーランド及びルーマニアにお
ける鉄道の近代化に係る調査

日本コンサルタンツ株式会社 4010001146242 一般競争入札 21,636,271 令和4年9月22日

ポーランド及びルーマニアに関する鉄道の近代化に向けた取組状
況等について把握するとともに、我が国企業の関心事項も踏まえ、
本邦企業の両国への市場参画の在り方について調査、検討を行
う。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

685
幹線鉄道の効果的・効率的な
整備・運行手法の検討

パシフィックコンサルタンツ株式会社 8013401001509 一般競争入札 30,000,000 令和4年10月5日
幹線鉄道の抜本的速度向上方策の実現可能性について検討を行
うとともに、幹線鉄道の路線特性や地域特性に応じた、新たな整
備・運行手法について検討の深度化を行う。

令和５年４月公表予定
鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8532

686
鉄道プロジェクトの評価手法マ
ニュアル改訂に関する調査（再
度公告）

一般財団法人運輸総合研究所 4010405010473 一般競争入札 16,000,000 令和4年10月6日
令和３年度に実施した鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル改訂
に関する調査の結果を踏まえ、現行マニュアルに係る課題への対
応等について有識者から成る検討委員会で検討を行う。

 令和5年3月公表予定 鉄道局総務課
tel：03-5253-8542

687
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 6,131,855 令和4年10月25日 鉄道における準天頂衛星等の活用に向け、フィールド試験の実施
等を通じた、調査検討を実施。

 令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

688
台湾高速鉄道延伸計画及び軌
道構造における脱線対策に関
する調査

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構

4020005004767 随意契約（企画競争） 26,829,000 令和4年11月1日

台湾高速鉄道の南部延伸計画に関し、日本の延伸事例を踏まえ、
延伸工事の課題を調査するとともに、工事実施方法を検討する。ま
た、日本における脱線対策を調査し、台湾に導入する場合の課題
を検討する。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

689
幹線鉄道旅客流動実態調査に
おけるオンラインを活用した調
査手法の検討に関する業務

株式会社日本能率協会総合研究所 5010401023057 随意契約（企画競争） 139,032,680 令和4年11月8日

今後の幹線鉄道に関する政策の分析・検討のために実施している
幹線鉄道旅客流動実態調査について、令和３年度に実施したオン
ライン試験調査を拡大推計・補正処理する方法と、オンラインを活
用した新たな調査手法を検討する。

令和5年3月公表予定
鉄道局参事官（新幹線建設）室
tel：03-5253-8553

690
幹線鉄道の整備効果の推計手
法等の検討（再度公告）

パシフィックコンサルタンツ株式会社 8013401001509 一般競争入札 31,970,000 令和4年11月10日 新幹線の整備効果の推計手法及び新たな便益の算出方法を構築
し、その妥当性の検証を実施する。

令和５年３月公表予定
鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8532

691
収入原価算定要領の運用改善
に関する調査

一般財団法人運輸総合研究所 4020005004767 随意契約（企画競争） 259,809,000 令和4年11月11日
現行の収入原価算定要領を見直す必要があることから、既往統計
資料等のデータ収集や、専門的見地から詳細な分析評価を行い、
収入及び原価の適正な算定方法について調査、検討を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局鉄道事業課
tel：03-5253-8543

692
インド高速鉄道での事例を基に
した、海外鉄道プロジェクトにお
ける近接施工に関する調査

東日本旅客鉄道株式会社 9011001029597 随意契約（公募） 32,984,622 令和4年11月28日
インド高速鉄道における近接施工の事例を踏まえ、安全性確保等
の観点から、海外鉄道プロジェクトにおいて想定される近接施工の
課題点と対策について検討を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

693
電車線の支持物の耐震設計に
関するJIS制定に向けた検討業
務

一般社団法人日本鉄道電気技術協会 8010505000107 一般競争入札 395,065 令和4年11月28日 電車線の支持物の耐震に関するJISの制定に向けて、JIS原案の素
案を作成する。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

694
令和４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 随意契約（公募） 2,966,591 令和4年12月5日
鉄道車両の磁界の測定について、様々な要因により一様ではない
磁界発生傾向の検証等を行うことにより、今後の技術基準のあり方
に資する知見を得る。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

695
アジア地域の国際鉄道計画に
関する調査

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 17,800,000 令和4年12月9日
アジア地域の国際鉄道計画については、他国の動きもあることから
その動向の基礎的な調査を実施し、今後日本がアジア諸国に対し
て鉄道システムを展開する上での考え得る影響等をまとめる。

令和5年3月公表予定 鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8546

696
鉄道駅における危険物探知手
法の高度化に関する調査

綜合警備保障株式会社 3010401016070 一般競争入札 5,902,200 令和4年12月9日 鉄道駅における危険物探知手法の運用について、より効果的・効
率的に実施するための方策に関して調査研究を行う。

令和5年3月公表予定 鉄道局危機管理室
tel：03-4416-5119

697
ローカル鉄道の評価に関するモ
デル調査業務

日本コンサルタンツ株式会社 4010001146242 一般競争入札 16,085,977 令和4年12月15日
地域におけるローカル鉄道の役割を評価することを目的とし、現況
分析や他事例の調査などを行って、鉄道事業の再構築に向けた評
価手法の基礎的知見を得る。

令和5年3月公表予定 鉄道局鉄道事業課
tel：03-5253-85３８

698
令和４年度　鉄道係員に関す
る安全指針整備のための調査
検討（眠気予防に関するもの）

公益財団法人鉄道総合技術研究所 3012405002559 一般競争入札 997,700 令和4年12月16日 動力車操縦者における、乗務中（列車操縦者中）における、眠気の
調査の実施する。

令和5年3月公表予定 鉄道局安全監理官室
tel：03-5253-8548

699
令和４年度　動力車操縦者運
転免許制度の在り方に関する
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 2,722,880 令和4年12月22日 動力車操縦者運転免許制度及び動力車操縦者運転免許に関す
る省令の見直しに関する調査の実施する。

令和5年3月公表予定 鉄道局安全監理官室
tel：03-5253-8548

700
令和４年度　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 2,648,800 令和4年12月22日 動力車操縦者運転免許に関する省令の身体基準（聴力に係る）に
関する調査の実施する。

令和5年3月公表予定 鉄道局安全監理官室
tel：03-5253-8548

701
外国人造船就労者受入事業
等に係る巡回等業務

（一財）日本海事協会 7010005016678 一般競争入札 55,000,000 令和4年4月1日
造船業・舶用工業における外国人材の適切な受入れ・監理の徹底
を目的として、外国人材の受入事業者を巡回し指導する業務を行
う。

令和5年3月公表予定
海事局船舶産業課事業基盤強
化係
03-5253-8634

702
内航カーボンニュートラルの推
進に向けた調査

みずほリサーチ＆テクノロジー（株）及びトヨフジ
海運（株）からなる共同提案体

- 随意契約（企画競争） 38,945,443 令和4年5月18日
内航海運のCO2削減に資するため、連携型省エネ船のモデル船の
設計、燃費性能算定手法、舶用バイオ燃料の取扱いガイドライン案
の策定等に関する検討を行う。

令和5年3月公表予定
海洋・環境政策課
管理係
℡　03-5253-8634

703
船員向け産業医制度の施行に
向けた環境整備の実施

ＭＯＬマリン＆エンジニアリング（株） 8010401005309 一般競争入札 10,505,000 令和4年5月20日
船員の健康確保を図るため、関係法令の改正を行い、産業医の選
任の義務化等を課すこととしたため、船員向け産業医の選任が円
滑に行われるようマニュアルや手順書の作成を行う。

船員の健康確保を図るため、関係法
令の改正を行い、産業医の選任の

義務化等を課すこととしたため、船員
向け産業医の選任が円滑に行われ
るようマニュアルや手順書の作成を

行った。

海事局船員政策課安全衛生係
TEL:03-5253-8652

704
洋上風力関係作業員輸送船
（CTV）の安全設計ガイドライン
策定のための調査検討

（株）日本海洋科学 1020001077159 随意契約（企画競争） 39,877,200 令和4年6月1日

我が国の気象海象に適合した国産CTV を建造するための調査検
討及びCTV の性能評価及びリスク評価等を行い、CTV の安全性
を担保しつつ合理的なCTV 設計ガイドラインを策定するとともに、我
が国海事産業がCTV 市場を獲得するために必要な事項について
の調査検討を行う。

令和5年3月公表予定
海洋・環境政策課
調整係
℡　03-5253-8614
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705
ガス燃料船の競争力強化に係
る調査

（株）ClassNKコンサルティングサービス 6010001143799 随意契約（企画競争） 259,649,354 令和4年6月1日

ガス燃料船の供給体制を整備するため、燃料タンクの仕様・形状
の標準化や燃料タンクのモックアップ製造を通じた品質管理の高度
化、新たな材料を用いた燃料タンクの国際基準化に向けた調査を
実施する。

令和5年3月公表予定
海事局船舶産業課計画係
03-5253-8634

706
船員向け労働時間管理システ
ムの開発・普及に向けた調査
検討

アイディア（株） 7010401113608 随意契約（企画競争） 29,799,000 令和4年6月28日
船員向け労働時間管理システムの試作・実船検証等を実施するこ
とにより、当該システムの開発・普及のための課題等を調査し、具
体的な解決方策を検討する。

船員向け労働時間管理システムの
試作・実船検証等を実施することに
より、当該システムの開発・普及のた
めの課題等を調査し、解決方策をま
とめた報告書を作成するとともに、令
和３年度に作成した船員向け労働時
間管理システム要件定義書の見直

しを行った。

海事局船員政策課指導係
TEL:03-5253-8652

707

造船事業者－舶用工業事業
者間における舶用機器・部品の
商流・生産・物流環境の改善に
向けた調査研究業務

（一財）日本船舶技術研究協会、（一社）日本
造船工業会、（株）大島造船所、三菱造船
（株）及び佐川急便（株）による共同提案体

- 随意契約（企画競争） 99,996,600 令和4年7月1日

造船事業者-舶用工業事業者間における舶用機器・部品に係る商
流・生産・物流情報を連携するための課題を整理すると共に、当該
課題を解決するための具体的な方策の検討及び試行的な検証を
実施する。

令和５年３月公表予定
海事局船舶産業課生産技術イノ
ベーション係
tel:03-5253-8634

708
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 4,198,176 令和4年7月1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う。

令和５年３月公表予定
海事局検査測度課危険物輸送
対策室
TEL:03-5253-8639

709
危険物の会場輸送に関する調
査研究

（国研）海上・港湾・航空技術研究所 5012405001732 一般競争入札 5,562,033 令和4年8月3日

国際海事機関の貨物運送小委員会（CCC）及び編集・技術グルー
プ（E&T）における「固体ばら積み貨物の安全輸送」及び「大型液化
水素運搬船の技術基準」等に関する審議に向けて、各国の提案文
書を分析し、対処方針の検討等を行う。

令和５年３月公表予定
海事局検査測度課危険物輸送
対策室
TEL:03-5253-8639

710
浮体式洋上風力発電施設の安
全評価手法等の確立のための
調査研究

（国研）海上・港湾・航空技術研究所、（一財）
エンジニアリング協会及び東京製綱繊維ロープ
（株）による共同提案体

- 随意契約（企画競争） 34,999,998 令和4年8月15日

浮体式洋上風力発電施設における検査や新技術に対する技術的
評価の効率化に向けて、現在実施されている検査内容と同等の安
全性を担保しつつ、効率的かつ効果的な検査・モニタリング手法や
新技術に対する技術的評価手法等について検討を行う。

令和5年3月公表予定
海事局海洋・環境政策課技術企
画室
TEL:03-5253-8614

711

バングラデシュでのシップ・リサ
イクルヤードの労働安全・環境
保全対策に関する技術的助言
に向けたモニタリング調査

（株）日本海洋科学 1020001077159 一般競争入札 3,119,930 令和4年8月31日

バングラデシュにおいて、シップ・リサイクル条約適合認証(SOC)を
受けたシップ・リサイクルヤードでのモニタリング調査や現地ヤードと
の意見交換を通じ、当該ヤードがシップ・リサイクル条約要求に沿っ
て、適正にリサイクルを実行していることを確認し、同国のシップ・リ
サイクル産業における労働安全面、環境保全面での適切性に対す
る国内外の理解を促進するとともに、シップ・リサイクル条約の重要
性を発信する。

令和５年３月公表予定 海事局船舶産業課国際業務室
tel:03-5253-8634

712
令和４年度海洋（海事）教育推
進事業

（株）学習調査エデュフロント 6011501009416 一般競争入札 2,365,000 令和4年9月5日
全国の教育委員会や学校関係者に令和3年度に製作したWeb授
業動画を広く周知するため、PR動画の作成等を行う。

令和5年3月公表予定
海事局総務課海洋教育・海事振
興企画室
tel:03-5253-8946

713
国際海運の温室効果ガス削減
中期対策に関する調査

（公財）日本海事センター 7010005016661 一般競争入札 11,488,400 令和4年9月12日

国際海運の代替燃料の導入を促進するための経済的手法につい
て、効果的かつ実効的な改善案を国際海事機関に提案するため、
①対策のフィージビリティ、②長期的なGHG削減目標達成への効
果、③各国への影響について、検討を行う。

令和5年3月公表予定
海事局海洋・環境政策課環境渉
外室
TEL:03-5253-8118

714
自動運航船の国際基準に係る
要件策定のための検討及び調
査

（一社）日本海事協会 7010005016678 随意契約（企画競争） 29,946,000 令和4年9月26日

ＩＭＯでの国際基準の議論の場に対し、技術的な裏付けのある合理
的な提案をしていくことを目的に、他国の自動運航船に係る自動化
システム技術に関する情報収集、我が国の自動化システム技術と
の比較評価のための性能評価方法の検討及びシミュレーション等
の実施並びにこれらを踏まえた国際基準案の検討等を実施する。

令和5年3月公表予定
海事局安全政策課
TEL 03-5253-8631

715
官公庁船分野の海外展開に向
けたハード・ソフトをパッケージと
した案件形成に係る調査業務

（一社）日本海事協会 7010005016678 随意契約（企画競争） 33,411,677 令和4年9月30日

官公庁船輸出（ハード）と技術協力や人材育成等（ソフト）が一体と
なったパッケージでの案件の提案を目指し、海外の官公庁船の案
件形成調査、国際的に活用できる官公庁船の基準等の検討、海
外ミッションや国際展示会等を活用したPR・ネットワーク構築に向け
た調査を行う。

令和５年３月公表予定
海事局船舶産業課国際業務室
tel:03-5253-8634

716

複数造船事業者間における設
計情報・建造船舶に係る情報
等の連携の実現に向けた調査
研究業務

（一財）日本船舶技術研究協会、今治造船
（株）、ジャパンマリンユナイテッド（株）、（株）
NTTデータエンジニアリングシステムズ及び川
崎重工業（株）による共同提案体

- 随意契約（企画競争） 99,660,000 令和4年10月3日

造船事業者間における設計・生産管理・試験情報等の工程横断
的なデータ連携の実現に向けて、具体的かつ実用性・経済効果の
高い方策を検討するとともに実際の造船プロセス上等において実証
を行う。

令和５年３月公表予定
海事局船舶産業課生産技術イノ
ベーション係
tel:03-5253-8634

717
HNS条約発効に向けた諸課題
解決のための調査事業

（公財）日本海事センター 7010005016661 一般競争入札 4,791,600 令和4年10月7日
諸外国のHNS条約締結に係る情報及び国内業界の状況について、
当該条約締約国等が開催する条約に関する国際会合などの機会
や業界との意見交換、文献等により情報収集し、動向を調査する。

令和5年3月公表予定 海事局安全政策課
TEL 03-5253-8631

718
旅客船乗客への安全情報の提
供及び地域旅客船安全協議会
の活動状況に関する調査

社会システム（株） 1013201015327 一般競争入札 3,245,000 令和4年10月13日

　訪日外国人旅行者の旅客船観光需要回復に向け、安心安全な
運航体制を整備するため、平水区域以外を航行区域とする不定
期航路の小型旅客船事業者による安全情報の多言語表記の実施
や、複数の事業者及び地域関係者による協議会の活動状況を調
査を行う。また、取組事例を抽出し、全国の旅客船事業者に向けた
セミナーを開催することにより、安全運航に向けた意識向上を図る。

令和5年3月公表予定 海事局内航課
03-5253-8622

719
マラッカ・シンガポール海峡に
設置されている航行援助施設
点検調査

（株）ｾｱ･ﾌﾟﾗｽ 3020001001934 一般競争入札 14,850,000 令和4年10月28日
マラッカ・シンガポール海峡における船舶の航行安全の確保を図る
ため、代替整備が未実施の航行援助施設を対象とした点検調査を
実施し、代替整備を優先すべき航行援助施設の選定を行う。

令和５年３月公表予定 海事局外航課企画係
tel:03-5253-8620

720
自動運航船のための新たな補
償条約に係る国際ルールづくり
のための調査

（公財）日本海事センター 7010005016661 一般競争入札 2,891,900 令和4年10月28日
自動運航船の導入に向けた海運の賠償・補償分野の国際ルール
の策定を主導するために、我が国として望ましいルールの方向性・
あり方を事前に検討するための調査を行う。

令和５年３月公表予定 海事局総務課国際企画調整室
TEL 03-5253-8612

721

東南アジア地域における浮体
技術を活用した海洋石油・ガス
生産設備撤去事業の案件形成
に向けた調査

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 19,990,000 令和4年10月17日

我が国が有する浮体構造物の建造実績・技術及び水銀等の有害
物質処理技術について、運用体制検討や財務・経済性分析等を
実施し、展開対象国に対する事業提案内容をとりまとめることを目
的とする。 令和５年３月公表予定 海事局船舶産業課国際業務室

tel:03-5253-8634

722
在留資格「特定技能２号」にお
いて追加予定の職種の技能水
準に係る調査

（一財）日本海事協会 7010005016678 随意契約（少額随契） 961,345 令和4年11月25日

在留資格「特定技能２号」の特定産業分野に指定されている造船・
舶用工業分野について、追加予定である職種に関する現場での作
業内容や事業者が求める技能水準等の確認を実施し、造船・舶用
工業分野に必要な技能水準を設定することを目的とする。 令和５年３月公表予定

海事局船舶産業課事業基盤強
化係
03-5253-8634

723
諸外国における浮体式洋上風
力発電施設及び作業船に関す
るニーズ動向等の調査業務

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 9010001027685 一般競争入札 10,525,279 令和4年11月18日

ノルウェーを始めとした欧州における最新技術動向やビジネスモデ
ル分析を行い、日本企業の強み・弱みを把握したうえで、アジア等
の周辺海域における浮体式洋上風車の需要動向の調査を行い、
我が国造船業のアジア等の周辺海域における浮体式洋上施設及
び作業船に関する案件形成の促進を図ることを目的とする。

令和５年３月公表予定 海事局船舶産業課国際業務室
tel:03-5253-8634

724
ロシア制裁による本邦海運関連
業界への影響調査

（公財）日本海事センター 7010005016661 随意契約（少額随契） 958,100 令和4年11月11日

ロシアの港を発着する海上輸送に従事する我が国商船隊の実態に
ついて、ロシア制裁前後の状況を含め基礎的な調査を実施するとと
もに、我が国海運業に与える影響や課題抽出を行い、その成果を
今後の対応策の一助とする。 令和５年３月公表予定 海事局外航課海運渉外室

tel:03-5253-8620

725
ASEAN各国の低環境負荷船の
普及促進に向けた環境整備に
関する調査

（株）日本海洋科学 1020001077159 一般競争入札 3,218,000 令和4年11月16日

昨年度調査において実施した、インドネシア、フィリピン、タイでの低
環境負荷船の普及促進に向けた取組の課題や我が国が有する省
エネ技術のASEAN各国向け輸出に係る課題に関する調査で明ら
かとなった課題の解決、次期ASEAN低環境負荷船普及戦略の策
定に向けた情報の収集をするための調査を行うことを目的とする。

令和５年３月公表予定 海事局船舶産業課国際業務室
tel:03-5253-8634

726
プレジャーボートを活用したマリ
ンレジャーツーリズムの普及に
向けた調査

（株）ササキコーポレーション 5250001003195 随意契約（企画競争） 9,760,000 令和4年11月22日

豊かな海洋自然環境に恵まれた海岸部や島嶼地域で、幅広い外
国人の客層が魅力に感じるような、ボートクルージングを含めた海の
体験型の観光コンテンツの検討、旅行プランの提案、効果的な情
報発信の方法、その他現状の課題把握と解決方法の検討等の調
査を実施し、将来的なDMOの立ち上げに向けた体制の構築、他の
地域に横展開するための方法・ノウハウの取りまとめを行う。

令和５年３月公表予定 海事局船舶産業課舟艇室
tel:03-5253-8634

727
内航海運の運航・荷役、経営
の効率化・多様な働き方の実
現に向けた実証調査

（株）ＮＸ総合研究所 3010401051209 一般競争入札 20,790,000 令和4年12月20日

内航海運事業者の生産性向上を図り、強い内航海運への変革を
促進するため、新技術の活用や運航・経営効率化といった、内航
海運の新たな事業モデルを実際に検証し、その成果を優良事例と
して業界全体に共有する。 令和5年3月公表予定 海事局内航課

03-5253-8622

728
船舶の陸上電源設備の国債標
準化に向けた調査研究

日本エヌ・ユー・エス（株） 8011101057185 一般競争入札 48,983,000 令和4年12月7日

中古船の国際市場や中小型船の建造市場において、我が国造船
所や内航海運事業者の優位性の確保・強化を図るために、国際標
準規格が未だ策定されていない1000V未満の低電圧の規格につ
いて、国際標準化に向けた調査を行う。

令和５年３月公表予定
海事局海洋・環境政策課技術企
画室
TEL:03-5253-8614

729
港湾の施設の技術上の基準の
性能照査方法に係る基礎的研

究委託

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研
究所港湾空港技術研究所

5012405001732 随意契約（公募） 414,555,900 令和4年4月1日
港湾の施設の性能照査方法に関して、全国的に抱えている共通課
題を解決するための高度な研究を行い、技術基準の改訂に資する
基礎資料のとりまとめを行うものである。

令和5年3月公表予定 港湾局技術企画課技術監理室
tel：03-5253-8111

730
港湾の施設の技術上の基準の
作用条件に係る基礎的研究委

託

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研
究所港湾空港技術研究所

5012405001732 随意契約（公募） 252,730,500 令和4年4月1日
港湾の施設の作用条件に関して、全国的に抱えている共通課題を
解決するための高度な研究を行い、技術基準の改訂に資する基礎
資料のとりまとめを行うものである。

令和5年3月公表予定
港湾局技術企画課技術監理室
tel：03-5253-8111
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731
衛星測位を活用した高精度の
遠隔操作・自動化水中施工シ
ステムの開発に係る研究委託

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研
究所港湾空港技術研究所

5012405001732 随意契約（公募） 499,870,800 令和4年4月1日

港湾・海岸工事における水中作業の効率性及び安全性を向上し、
現場の生産性向上を図るため、準天頂衛星を含む衛星測位と水
中音波による測位技術と水中施工機械の遠隔操作技術を組み合
わせることで、海象条件によらず利用可能な高精度の遠隔操作・自
動化水中施工システムを開発することを目的とする。

令和5年3月公表予定 港湾局技術企画課技術監理室
tel：03-5253-8111

732
洋上風車基地港SEP船レグ貫
入対策法の検討に関する研究

委託
（国研）海上・港湾・航空技術研究所 5012405001732 随意契約（公募） 30,003,600 令和4年4月20日

洋上風車基地港の岸壁前面地盤のＳＥＰ船レグ貫入対策を検証す
るため、遠心模型実験装置を用いた模型実験を実施し、対策効果
の確認及び検討を行うもの。

令和5年3月公表予定
東北地方整備局
総務部経理調達課
tel：022-716-0013

733
次世代コンテナターミナルにお
ける先進技術活用検討調査業

務
（株）日本港湾コンサルタント 1010701012473 随意契約（公募） 9,130,000 令和4年4月25日

阪神港で世界最高水準の効率性・生産性を有する次世代コンテナ
ターミナルを計画するにあたり、先進技術を活用した高効率コンテ
ナターミナルの実現による生産性向上や、ロジスティクスハブとの連
携によるコンテナターミナルの国際競争力強化による効果や今後
解決すべき課題について検討を行う。

令和５年３月公表予定
近畿地方整備局経理調達課調
達係
tel：078-391-7576

734
衛星を活用したブルーカーボン
の高精度データ把握・管理シス
テムの開発に係る研究委託

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研
究所港湾空港技術研究所

5012405001732 随意契約（公募） 329,571,000 令和4年8月24日 令和4年11月21日
全国での適用を考慮した、ブルーカーボン生態系の計測からCO2
吸収量の算定までを一貫的に統合したブルーカーボン高精度デー
タ把握・管理システムについて検討することを目的とする。

令和5年3月公表予定
港湾局海洋・環境課港湾環境政
策室
tel：03-5253-8111

735
風・波・地震同時作用下におけ
る洋上風力発電設備の挙動解

明に関する研究委託

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研
究所港湾空港技術研究所

5012405001732 随意契約（公募） 124,994,100 令和4年8月30日
技術基準の適合性確認にかかる期間の短縮を図るため、地震・
風・波の3外力を同時に考慮した設計手法の確立に向けた検討を
目的とする。

令和5年3月公表予定
港湾局技術企画課技術監理室
tel：03-5253-8111

736
令和4年度九州管内港湾にお
ける林産品輸出等拡大検討業

務
（一財）みなと総合研究財団 8010405009702 随意契約（公募） 19,877,000 令和4年7月12日

九州管内の林産品の輸出等の拡大のため、林産品の需要量の把
握、九州管内の林産品生産量の推計及び林産品輸出等港湾の検
討等を行うものである。

令和５年３月公表予定
九州地方整備局
総務部経理調達課
tel:092-418-3345

737
四国における次世代高規格ユ
ニットロードターミナル形成に向
けた高度化方策検討業務

（公社）日本港湾協会 7010405000967 随意契約（企画競争） 13,530,000 令和4年11月1日

四国の「次世代高規格ユニットロードターミナル」の形成に向け、
フェリー・ＲＯＲＯ船等のユニットロードターミナルにて自動化技術・情
報管理技術等の導入を目指すため、利用実態等の現況把握や課
題整理を行い、高度化方策について検討を行う。

令和5年3月公表予定
四国地方整備局 総務部 経理調
達課
tel：087-811-8304

738
諸外国の空港オペレーターの
動向及び空港コンセッションに

係る制度比較調査
日本工営株式会社 2010001016851 一般競争入札 13,090,000 令和4年8月24日

本調査は、諸外国の空港オペレーターによる海外空港運営状況を
把握すると共に、世界における空港運営の民間委託に関する各種
制度や選定基準等に関する情報を収集・比較し、我が国における
空港運営参画に資するものである。

令和５年３月公表予定

航空局空港技術課プロジェクト支
援係
tel：03-5253-8111
内線(48183)

739
インドネシア共和国空港運営等

案件発掘調査
日本工営株式会社 2010001016851

一般競争入札（総合評価方
式）

6,600,000 令和4年10月6日

本調査は、インドネシア共和国における我が国企業の空港運営事
業等への参画に向けて、同国の航空事業・政策の現状把握を行
い、今後の具体的な計画・開発・PPP化等に関する見通しを調査
し、明らかにする。また、その調査内容を踏まえ、我が国企業のノウ
ハウ及び技術の活用が期待できそうな案件やプロジェクト（以下、
「案件等」という）に関する計画、今後の事業展開、課題等について
の調査・分析を行うと共に、これら案件等への参画に向けたスキー
ムの検討を行い、更なる政策的対応の必要性について取りまとめる
ものである。

令和５年４月公表予定

航空局空港技術課プロジェクト支
援係
tel：03-5253-8111
内線(48183)

740
電波システム海外展開プロジェ

クト支援及び案件発掘調査
一般財団法人航空保安無線システム協会 6010005012249 一般競争入札 12,100,000 令和4年11月22日

本調査は、MLATの実証実験後の横展開を目的とした調査、GBAS
及びFODDSの実証実験に向けた調査及びその後の運用移行のた
めに必要な作業項目・課題の調査を実施するものである。

令和５年４月公表予定

航空局交通管制企画課国際業
務係
tel：03-5253-8111
内線(51157)

741
スマートエアポートの展開に係

る海外現地調査
ＰｗＣコンサルティング合同会社 1010401023102

一般競争入札（総合評価方
式）

19,794,500 令和4年12月8日

本調査は、日本のスマートエアポート技術・製品のアピール及び空
港の現地視察をASEAN2カ国で実施して、海外展開の可能性を調
査する。さらに、スマートエアポート技術・製品の国際会議への協議
や働きかけを実施する際の提案書を作成するものである。

令和５年４月公表予定
航空局空港技術課国際事業係
tel：03-5253-8111
内線(49255)

742
空港のカーボンニュートラル海

外展開調査
ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式

会社
6010001107003 一般競争入札 19,771,400 令和4年12月21日

本調査は、海外空港のカーボンニュートラル技術導入事例を収集・
整理した上で、本邦におけるカーボンニュートラルに寄与する技術
の中で特に国際競争力のある技術を抽出し、また、今後、本邦企
業によるカーボンニュートラル技術の導入可能性が高い国におけ
る、カーボンニュートラル技術の導入状況・ニーズを把握したうえ
で、課題を整理し、本邦技術の海外展開に向けた具体的な方策を
検討するものである。

令和５年４月公表予定
航空局空港技術課国際企画係
tel：03-5253-8111
内線(49256)

743
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）
278,300,000 令和4年4月1日

訪日外国人のニーズや我が国における消費実態を踏まえた観光
政策の企画立案、評価等に資することを目的として、訪日外国人の
旅行動向を的確に把握する。

令和５年３月公表予定
観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

744
宿泊旅行統計調査の実査・集
計・分析業務

（株）エイジェック 3011101036128 一般競争入札 130,534,800 令和4年4月1日
我が国の宿泊旅行の実態を全国規模で把握することを目的として
実施している。

令和５年３月公表予定
観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

745
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 74,800,000 令和4年4月1日
日本国民がどの程度旅行を行い、旅行先にてどのような消費活動
を行ったかといった日本国民の旅行消費動向に係る実態を把握す
る。

令和５年３月公表予定
観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

746
旅行・観光による経済効果等に
関する調査研究

（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）
29,184,643 令和4年4月1日

旅行・観光産業の消費に係る実態を把握するとともに、我が国経済
に及ぼす旅行・観光消費の経済効果分析を実施する。

令和５年３月公表予定
観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

747
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）
24,153,954 令和4年4月1日

訪日外国人のニーズや我が国における消費実態を踏まえた観光
政策の企画立案、評価等に資することを目的として、訪日外国人
消費動向調査の集計・分析を実施する。

令和５年３月公表予定
観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

748
旅行・観光消費動向調査
（2022年1-3月期分）の実施に
係る業務

（株）インテージリサーチ 6012701004917 随意契約（競争性なし） 25,410,000 令和4年4月1日
日本国民がどの程度旅行を行い、旅行先にてどのような消費活動
を行ったかといった日本国民の旅行消費動向に係る実態を把握す
る。

日本国民の旅行・観光に係る消費
動向のうち、2022年1-3月期分につ
いての調査を実施し、調査結果を公
表した。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/

観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

749

令和４年版観光白書に係るデ
ザイン並びに印刷、製本、販売
及びウェブページコンテンツ等
作成

昭和情報プロセス（株） 8010401014516 一般競争入札 5,170,000 令和4年4月1日
観光立国推進基本法に基づく年次報告書（令和４年版観光白書）
の印刷、製本等を行う。

令和４年版観光白書の印刷、製本
等を行い、ホームページにて公表し
た。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/
siryou/whitepaper.html

観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

750
今後の観光政策立案のための
調査業務

株式会社三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 14,998,500 令和4年5月31日
今後の観光政策について検討するため、観光分科会の議論を踏ま
えつつ、今後の観光動向を考慮した新たな戦略の立案に必要な調
査を実施する。

令和5年3月公表予定
観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8322

751
観光危機管理計画等の策定促
進に向けた調査業務

株式会社サーベイリサーチセンター 6011501006529 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年6月6日
観光庁が実施してきた観光危機管理に係る広報用の動画編集及
び自治体等の観光危機管理に係る取組状況の調査

観光庁の観光危機管理に係る広報
用の動画及び調査結果報告書を作
成した。

観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-916）

752

観光関連施設の整備・運営事
業における資金調達、財務の
健全性確保、経営上のリスク対
処策の検討等に係る確認事項
に関する調査事業

トラスティーズFAS株式会社 2010001132847 随意契約（企画競争） 14,872,000 令和4年6月17日

国内の観光関連施設の整備・運営事業における、事業着手段階で
の資金調達方法並びに事業運営段階での財務の健全性確保及び
経営上のリスク発生時における対処策の検討等に係る確認事項の
整理を行う。

令和5年3月に調査報告書を作成予
定

（非公表）

観光庁国際観光部参事官
tel:03-5253-8953

753

大規模集客施設に係る設計・
施工・維持管理の各段階の適
切な実施に必要な留意点等に
関する実態把握調査

株式会社野村総合研究所 4010001054032 随意契約（企画競争） 64,983,077 令和4年6月20日

大規模集客施設について、全体計画を踏まえた上で、設計・施工・
維持管理の各段階を適切に実施していく上で必要となる、法令上
求められる基準等への対応や施設の要求性能等の留意点につい
て、大規模集客施設の事例を通じた実態把握を行うとともに、各事
例間での比較分析を行い、大規模集客施設に係る設計・施工・維
持管理の各段階の適切な実施に必要な留意点の特徴や各事例
間での差異を整理する。

令和5年3月に調査報告書を作成予
定

（非公表）

観光庁国際観光部参事官
tel:03-5253-8953

754

持続可能な観光地経営のモデ
ル形成、人材育成及び事業者
群における取組の促進に関す

る調査業務

(一社)地域観光研究所 2330005009992 随意契約（企画競争） 149,998,200 令和4年4月4日

我が国が世界の旅行者から選ばれる観光地となるよう、持続可能
な観光の推進を図る必要があるところ、本業務では、持続可能な観
光地経営のための地域におけるマネジメント体制の構築を図るため
調査事業を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-910）

755
未来の観光人材育成事業に関

する業務
株式会社日本旅行 1010401023408 随意契約（企画競争） 9,788,900 令和4年7月19日

学校現場において、学外（地域、企業、大学等）とつながりを持ち、
指導者の知識やノウハウの有無を問わず、広く、誰もが積極的に観
光教育に取り組めることを目指し、観光教育プログラムの実践と産
学連携の基盤モデル構築を主とした業務を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁　参事官（国際関係・観光
人材政策）付
03-5253-8367
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756
地方における高付加価値なイ
ンバウンド観光地づくりに係る調

査業務
株式会社東急エージェンシー 6010401019178 随意契約（企画競争） 113,740,000 令和4年8月10日 - 高付加価値旅行者の地方への誘客を重点的に促進するため、モ

デル観光地の選定等を行う。
令和５年３月公表予定

国際観光課
tel:03-5253-8923

757
ポストコロナ時代を支える観光
人材の確保・育成に関する業

務
株式会社日本旅行 1010401023408 随意契約（企画競争） 49,990,213 令和4年8月10日

地域が大学等と連携して取り組む地域人材の確保・育成を支援す
る。あわせて、これまでに観光庁が実施してきた人材育成等に関す
る事業について効果検証を行うとともに、産業界や地域のニーズに
対応した教育プログラムの在り方に関する調査等を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁　参事官（国際関係・観光
人材政策）付
03-5253-8367

758
外国人観光案内所機能強化

調査事業
株式会社電通 5010401143788 随意契約（企画競争） 79,999,036 令和4年8月15日

昨今急速に発展するＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の技術
も活用し、観光案内所の課題を解決しつつ、機能強化につなげる
取り組みを促進するための調査を行うとともに、「外国人観光案内
所の設置・運営のあり方指針」（平成30年4月改定観光庁）の改定
も見据えた観光案内所の機能強化の今後の方策を明らかにする。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-916、27-993）

759

訪日外国人旅行者の受入環境
整備向上に向けた観光現場に
おけるＩＣTサービス等利活用促

進事業

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 随意契約（企画競争） 99,987,624 令和4年8月22日

訪日外国人旅行者の受入環境整備向上に向け、地方部の観光現
場における課題・ニーズ及びそれらに対応する先進的かつ即応性
の高いＩＣＴサービス等を提供する事業者（以下「インバウンドベン
チャー」という。）の調査・整理を行うとともに、地域の観光関係者と
インバウンドベンチャーの橋渡しに係る支援を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-904）

760
海外からのインセンティブ旅行
誘致に関するコンベンション

ビューロー等機能高度化事業
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 2010701023536 随意契約（企画競争） 13,698,531 令和4年8月22日

インバウンドの需要回復期を見据えて、我が国のインセンティブ旅
行の誘致力強化を図り、ポストコロナにおける訪日外国人旅行者の
滞在日数と消費額の拡大に繋げることを目的とする。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(MICE)
03-5253-8938

761
コンベンションビューロー支援事

業
日本コンベンションサービス株式会社 2010001033161 随意契約（企画競争） 16,441,455 令和4年8月29日

国際 MICEの誘致開催に積極的な都市に対し、将来的に日本の都
市の国際競争力の引き上げを図ることを目的として、 MICEの誘致
開催における機能の強化に向けた支援を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(MICE)
03-5253-8938

762
MICE施設におけるコンセッショ
ン方式活用推進に向けた調査

等業務

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） 13,497,000 令和4年9月1日

独立採算型に限らず、混合型をも含めた多様な形態のコンセッショ
ン方式を選択肢に含めたMICE施設の運営手法を検討することを通
じ、自治体のMICE推進における施設面での課題解決を支援する。
また、自治体がサウンディング等を行う際の課題であるMICE施設運
営事業に興味やノウハウを持つ事業者の抽出について、効果的な
プラットフォームのあり方やスキームの調査・検討を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(MICE)
03-5253-8938

763
多様な食習慣等を有する訪日
外国人旅行者の受入環境整備

に係る調査事業
株式会社ジェイアール東日本企画 7011001029649 随意契約（企画競争） 29,995,900 令和4年9月8日

訪日外国人旅行者の受入再開にあたり、観光地における多様な食
習慣等を有する訪日外国人旅行者の受入環境の現状を調査する
とともに、ポストコロナにおけるニーズの変化等も踏まえつつ、観光
地における受入環境整備の促進に資する施策を検討・実証するこ
とにより、多様な食習慣等を有する訪日外国人旅行者がより安心・
快適に旅行を満喫できる環境の整備を図る。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-904）

764
主要観光地等における受入環
境整備の実態把握調査事業

PwCコンサルティング合同会社
1010401023102

随意契約（企画競争） 86,355,500 令和4年9月22日 令和4年12月12日

今後のインバウンド需要の回復に向けて、主要観光地等における受
入環境整備の実態を把握するとともに、その結果を分析し、課題を
具体化することにより、受入環境の整備の更なる促進を図る。
また、訪日外国人旅行者が日本滞在中にどのようにインターネット
環境を確保しているかについて、訪日外国人を対象とした実態調
査を実施し、その結果を分析することにより、急速に変化する情報
通信環境を踏まえた受入環境整備の在るべき姿を特定し、達成に
向けた取組促進を図る。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-904）

765
訪日外国人旅行者の受入環境
整備に関する現状調査・分析

事業
PwCコンサルティング合同会社 1010401023102 随意契約（企画競争） 49,917,450 令和4年9月22日

今後の訪日外国人旅行者の本格的な回復を見据え、ストレスフ
リー・快適に旅行を満喫できる環境の整備を促進するため、訪日外
国人旅行者の実態・ニーズや我が国における受入環境に関する満
足度調査を行うとともに、結果を分析して、課題の具体化を図る。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-908）

766
国際競争力の高いスノーリゾー
ト形成促進事業に関する調査

業務
株式会社アンド・ディ 2010401053453 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年10月7日

国際競争力の高いスノーリゾートの目指す姿を明らかにするため、
諸外国の主要なスノーリゾートの事例やこれまでのスノーリゾート事
業において補助対象とした、地域に関する現況を整理し、取組の成
果と課題を整理するために調査を行う。

令和５年３月公表予定
観光地域振興課
tel:03-5253-8328

767
アフターコロナを見据えた海外
教育旅行のあり方に関する業

務
アイ・シー・ネット株式会社 6030001000271 随意契約（企画競争） 7,686,789 令和4年10月11日

海外教育旅行の再開・回復に向けて、関係団体等と連携しながら、
教育旅行プログラム等について調査を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(旅行振興)
tel:03-5253-8329

768

新型コロナウイルス感染症収束
を見据えた旅行者を対象とした
消費税免税制度及び手続等に

関する海外動向調査業務

PwCコンサルティング合同会社 1010401023102 随意契約（企画競争） 14,821,070 令和4年10月28日

我が国の消費税免税制度について更なる外国人旅行者の利便性
の向上及び免税店事業者の免税販売手続の効率化を図るため、
海外における旅行者を対象とした消費税免税制度等に関する実態
調査を行う。

令和5年3月に調査報告書を作成予
定（非公表）

観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8322

769
平日への旅行需要の平準化に

関する調査事業
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） 70,895,000 令和4年10月31日 令和4年12月23日

現在、多くの旅行需要が休日に集中しており、観光産業の活性化、
労働環境の改善、及び地域活性化といった観点で平日への旅行
の分散を促すことが非常に重要となっている。また、新型コロナウイ
ルス感染症の流行により、安心して旅行に行くためには、蜜を避け
ることも重要となっている。このような状況を踏まえ、本業務では、旅
行需要の休日から平日への分散を促すため、観光関連事業者の
協力も得ながら旅行者の行動変容を促す効果的な方法を検討し、
その効果を検証するもの。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-922、27-911）

770

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

凸版印刷株式会社 7010501016231 随意契約（企画競争） 19,998,880 令和4年11月2日

訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境整
備を促進するため、訪日外国人旅行者のインバウンド旅行保険加
入促進に向けた、旅行保険の周知・加入勧奨方法の検討を実施
する。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-911、27-909）

771
外国人旅行者向け消費税免税
制度の制度変更に関する周知

支援業務
（株）日本廣告社 1011101048439

一般競争入札（総合評価方
式）

5,280,000 令和4年11月7日 令和５年４月１から、外国人旅行者向け消費税免税制度が改正さ
れるため、その周知ポスターの作成等の支援を行う。

令和５年３月公表予定 観光庁観光戦略課
tel:03-5253-8322
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772
訪日外国人旅行者向け災害時
情報提供の強化方策調査事業

株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ 5011101058228 随意契約（企画競争） 20,207,000 令和4年11月8日 訪日外国人旅行者に対する災害時情報提供の更なる多重化・高
質化のための強化方策について調査を行う。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-906、27-993）

773

地域限定旅行業者及び旅行
サービス手配業者へのアン

ケート調査並びに報告書作成
業務

株式会社REGION 9010001140827 随意契約（少額随契） 695,750 令和4年11月22日
平成29年の旅行業法改正による効果検証・分析のため、地域限
定旅行業者及び旅行サービス手配業者へアンケート調査を実施す
る。

アンケート調査結果を報告書にまと
める

観光庁参事官（旅行振興）
tel:03-5253-8329

774
観光入込客統計に関する共通

基準の改訂等に係る業務
（株）サーベイリサーチセンター 6011501006529 随意契約（企画競争） 9,944,000 令和4年11月24日

平成21年に策定した「観光入込客統計に関する共通基準」（以
下、「共通基準」という。）において、近年の旅行市場の変化等を踏
まえた観光統計を作成することを目的として、共通基準の改定業
務を実施する。

令和5年3月に調査報告書を作成予
定（非公表）

観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

775
ユニバーサルツーリズムに関す

る調査業務
一般財団法人日本総合研究所 2010405010335 随意契約（企画競争） 8,997,560 令和4年11月25日 ユニバーサルツーリズムの促進を目的として、ユニバーサルツーリ

ズムの現状や課題を把握するため、調査業務を行う。
令和５年３月公表予定

観光庁観光産業課
tel: 03-5253-8330

776
MICEの総消費額及び経済波及
効果の算出に関する調査事業

株式会社プリプレス・センター 3430001015439 随意契約（企画競争） 13,854,500 令和4年12月5日

本調査事業では、開催形態の多様化による開催費用の構造の変
化や、ハイブリッド開催に必要なデジタル技術の活用、サステナビリ
ティなどといった新たな課題への各主体の対応が、国際会議の総
消費額及び経済波及効果 に与える影響等について把握し、 また
企業ミーティング/インセンティブ旅行/展示会等の分野において
も、今後の算出方法のあり方を検討する。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(MICE)
03-5253-8938

777
令和4年度訪日外国人旅行者
への災害時情報提供の改善に

関する調査事業
アールシーソリューション株式会社 3011101034016 随意契約（企画競争） 30,954,000 令和4年12月8日

観光庁監修の訪日外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ
「Safety tips」について、より適切な情報提供を実現するための方
策を検討することで、災害時情報提供の一層の改善を図る。

令和５年３月公表予定
観光庁参事官(外客受入担当)
tel:03-5253-8111
（内線27-906、27-993）

778
令和５年版観光白書に関する

調査分析業務
（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 14,939,100 令和4年12月13日

令和５年版観光白書の作成に向けた基礎資料を得ることを目的と
して、今後の観光活性化に向けた国内旅行やインバウンドの状況等
について様々な視点から調査分析する。

令和5年3月に調査報告書を作成予
定

（非公表）

観光庁観光戦略課
観光統計調査室
tel:03-5253-8325

779
ひまわり後継衛星への宇宙環
境観測機能及び気象観測機能
の同時搭載に関する調査研究

有人宇宙システム株式会社 5010001094250 随意契約（公募） 78,650,000 令和4年5月9日 静止衛星への宇宙環境観測機能及び気象観測機能の同時搭載
において求められる要件についての調査研究を行う。

令和5年4月公表予定
気象庁情報基盤部気象衛星課
tel：03-6758-3900

780
令和４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

（一財）研友社 9012405000111 一般競争入札 11,770,000 令和4年10月4日
海外の鉄道事故調査官向け人材育成研修の適切な実施を目的と
して、研修に係る要望等を調査した上で、調査結果に基づき研修プ
ログラム等を作成する。

研修に係る要望等の調査結果をまと
めた調査報告書を作成。

運輸安全委員会事務局
総務課国際渉外室
ｔｅｌ03-5367-5029

781
道内空港からの二次交通の利
用促進、周遊観光需要創出を

行う実証調査
ＷＩＬＬＥＲ株式会社 1010401060384 随意契約（企画競争） 14,000,000 令和4年6月22日 -

２次交通ネットワークの充実に関する調査・実証実験、２次交通プロ
モーションの検討・効果検証等

左記調査等に関する報告書等を作
成する予定（履行期限は令和5年3
月31日）

北海道運輸局交通政策部交通
企画課

011-290-2721

782

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（加工食
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） 3,740,000 令和4年7月5日 ー 
加工食品物流の課題の調査・検討を行うとともに生産性の向上及
び長時間労働の改善に向けた実証事業を行う。

課題・改善策をとりまとめたリーフレッ
ト等資料の作成をする予定。
（履行期限は令和５年３月２０日）

北海道運輸局自動車交通部貨
物課
０１１－２９０－２７４３

783

令和４年度「観光地域動向調
査事業」函館市の縄文遺跡群
と三内丸山遺跡に関する調査・
分析事業

株式会社リージャスト 7440001002597 随意契約（企画競争） 1,683,000 令和4年7月7日 ー
誘客や満足度向上のために、縄文遺跡群の課題抽出のためのア
ンケート調査等を行う。

左記調査事業に関する報告書を作
成する予定。
（履行期限は令和５年２月２４日）

北海道運輸局観光部観光地域
振興課
０１１－２９０－２７２２

784
ニセコ地域におけるICT等を活
用した公共交通の利便性向上

方策検討調査等業務
（一社）北海道開発技術センター 2430005010809 随意契約（企画競争） 5,489,000 令和4年10月27日 ー

北海道新幹線札幌延伸を見据え、ＩＣＴを活用した公用交通の利
便性向上等を検討することを目的として調査等を行う。

左記調査等に関する報告書等を作
成する予定（履行期限は令和5年3
月31日）

北海道運輸局
交通政策部
交通企画課
011-290-2721

785
スマートロッカーによる自動車

検査登録手続の業務改善に向
けた実証実験

（株）ケー・シー・エス東北支社 3011101040658 随意契約（企画競争） 9,911,000 令和4年8月22日
運輸支局等における自動車検査登録業務改善のため、スマート
ロッカーを活用した実証実験を行う。

令和５年３月公表予定
東北運輸局自動車技術安全部
管理課
tel:022-791-7533

786
東北地方の観光分野における
デジタル技術活用推進調査・

実証事業
(株)日本能率協会総合研究所 5010401023057 随意契約（企画競争） 9,856,129 令和4年9月21日

観光分野のデジタル化を推進するため、デジタル技術の導入につ
いての現状調査と実証実験等を行う。

令和５年３月公表予定
東北運輸局観光部観光地域振
興課
tel:022-380-1001

787
バラエティ豊かな歴史的建造
物を利活用した分散型ホテル

構想調査事業
（株）NOTE 9140001042127 随意契約（企画競争） 9,493,010 令和4年10月11日

レガシー形成の候補となりうる事業として地方公共団体等と連携し
て実現可能性に関する調査（ＦＳ調査）や当該調査結果を踏まえた
プラン作成を実施する。

令和５年３月公表予定
東北運輸局観光部観光地域振
興課
tel:022-380-1001

788
東北地方における海事観光の

推進に向けた調査事業
(株)JTB仙台支店 8010701012863 随意契約（企画競争） 1,692,790 令和4年11月21日

東北地方における海事観光に関する基礎情報の収集・整理、一般
消費者や旅行会社のニーズ等を把握することなどで東北地方にお
ける海事観光の課題を把握するとともに、海事観光の更なる推進に
向けた方策を検討する。

令和５年３月公表予定
東北運輸局観光部観光地域振
興課
tel:022-380-1001

789
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） 4,491,300 令和4年10月12日

新型コロナウイルス感染拡大から2年半が経過した現状における交
通事業者や公共交通の利用者への影響の調査を行う。

令和5年４月以降公表予定
関東運輸局総務部会計課調度
係
tel:045-211-7207

790

関東運輸局管内における地域
住民等が主体となって運行して
いる地域交通の取り組みに関

する調査

（株）ケー・シー・エス 7120001099195 随意契約（企画競争） 5,489,000 令和4年10月11日
地域住民等が主体となって地域交通を確保している取組が行われ
ている地域を調査・分析を行う。

令和5年４月以降公表予定
関東運輸局総務部会計課調度
係
tel:045-211-7207

791

令和４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）
「AR等技術の活用による中山
道におおけるサステナブルツー
リズムの推進と安全安心な受
入環境整備に向けた実証事
業」

凸版印刷株式会社 7010501016231 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年7月13日

本事業は実証事業として、町並みの保存と利用を両立するサステ
ナブルツーリズムの概念を取り入れながら、欧米豪を中心とした外
国人旅行者の安全安心な受け入れ環境整備を推進するために、
AR等技術の活用による観光地域づくりの可能性を検証する。

令和5年4月公表予定
北陸信越運輸局観光部観光企
画課
025-285-9181

792

令和４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）
「観光DX推進による訪日外国
人の回遊性と消費額の向上に
向けた実証事業」

株式会社リクルート 5010001149426 随意契約（企画競争） 12,933,149 令和4年8月19日

本事業は実証事業として、デジタル技術及びデータを活用した観光
ＤＸの基盤づくり（プラットフォームなど）を行い、それらのデータを分
析・活用することで、効果的な観光施策を立案するとともに、ＩＣＴを
活用した多言語案内や二次交通の確保など、これらの取り組みが
地域の回遊性と消費額の向上に繋がるかを検証する。

令和5年4月公表予定
北陸信越運輸局観光部観光企
画課
025-285-9181

793
地域住民自らが今後の鉄道の
あり方を考えるための要点整理
に係る調査・支援業務事業

三菱UFJ&コンサルティング(株)名古屋 3010401011971 随意契約（企画競争） 4,497,075 令和4年6月24日
鉄道事業者と基礎自治体との共働のあり方、検討に必要な情報を
整理する。

令和５年３月完成予定
中部運輸局交通政策部交通企
画課
tel：052-952-8006



【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
（当初）

契約締結日
（変更）

調査概要 成果物 部局等名 備考

令和4年度 委託調査費に関する契約状況

794

中部運輸局管内における地域
公共交通確保維持改善事業の
事業評価と地域公共交通計画
の評価手法等に関する調査事
業

合同会社　おでかけカンパニー 2180003019984 随意契約（企画競争） 4,428,600 令和4年7月7日
今後の計画評価・補助事業評価について、自治体に対して目標設
定、評価方法のあり方を示すとともに、第三者評価員会の審議方
針をとりまとめる。

令和５年３月完成予定
中部運輸局交通政策部交通企
画課
tel：052-952-8006

795
アフターコロナを見据えた明石
～岩屋航路の新たな活性化策
を探る調査業務

（株）シティプランニング 9130001003105 随意契約（企画競争） 2,970,000 令和4年7月21日
アフターコロナを見据えた航路活性化策を検討することにより当該
航路の魅力を高め、淡路島を訪れる多数の観光客を取り込むこと
で公共交通としての航路の確保・維持を図る。

令和5年3月公表予定
神戸運輸監理部　企画課
tel:078-321-3144

796
旅客船を利用したユニバーサ
ルツーリズム推進事業

(株)インプリージョン 6120001134606 随意契約（企画競争） 1,672,000 令和4年8月30日
現地調査・乗組員研修などを通じ、旅客船事業者等の高齢者・障
がい者等へのサポート体制を改善・強化することで、「ユニバーサル
ツーリズム」の推進に資することを目指す。

令和5年3月公表予定 神戸運輸監理部　企画課
tel:078-321-3144

797
淡路島における魅力的な海事
観光ツアー造成調査業務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 4,981,328 令和4年9月20日 令和4年11月7日

淡路島の魅力的な海事観光コンテンツと淡路島独自のストーリー
等を組み合わせたモデルツアーを実証催行し、課題等を検証する
ことにより、インバウンド需要等にも対応可能なツアー商品の造成を
目指すとともに、淡路島の活性化、観光誘客の増加等に資するた
めに調査結果を地域関係者と共有する。

令和5年3月公表予定
神戸運輸監理部　旅客課
tel:078-321-3146

798

ウィズコロナ、アフターコロナ時
代におけるデジタルを通じた公
共交通の効率化、高度化の実
現のための調査業務

（株）ケー・シー・エス　九州支社 3011101040658 随意契約（企画競争） 7,986,000 令和4年7月22日

中国地方の交通事業者のデジタル化の現状やニーズの把握、国
内外における交通事業者のデジタル技術を活用した先進事例の収
集・整理、実証調査等を通じたデジタル技術の導入検討に係るポ
イントの整理を行った上で、中小事業者の多い中国地方において交
通事業者が実現可能なデジタル技術の導入に向けた検討方法や
それに対する地方公共団体の関わり方等に関する手引きを作成す
る。

令和5年3月公表予定
中国運輸局
交通政策部交通企画課
tel:082-228-3495

799

令和４年度観光地域動向調査
事業
「しまなみ海道を中心とした観
光動向に関する調査事業」

（公財）中国地域創造研究センター 8240005012380 随意契約（企画競争） 1,689,600 令和4年8月4日
サイクリング関係者、非関係者を問わず、しまなみ海道を訪れる観
光客の動向調査を実施することで、同地域の現状・課題とその解
決策を検討する。

令和5年3月公表予定
中国運輸局
観光部観光企画課
tel:082-228-8701

800

令和４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）
「中国地方のアドベンチャー
ツーリズム推進に向けた調査事
業」

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 2,992,000 令和4年8月18日

中国管内の訪日外国人に対するATコンテンツを把握するとともに、
中国管内のATコンテンツ全体や個々の課題を明らかにし、今後の
ATコンテンツが対応すべき改善策等を明らかにすることを目的とす
る調査を行う。

令和5年3月公表予定
中国運輸局
観光部観光地域振興課
tel:082-228-8703

801

令和4年度訪日外国人旅行者
受入環境整備緊急対策事業
「ウィズコロナ・ポストコロナ下で
の観光客に関する受入意識等
調査」

（株）サーベイリサーチセンター広島事務所 6011501006529 随意契約（企画競争） 2,970,000 令和4年8月24日
訪日外国人のコロナ禍前後での旅行に対する意識変容や、中国地
方の観光に関する意識、日本の感染予防対策に対する感想などに
ついて分析調査を行う。

令和5年3月公表予定
中国運輸局
観光部観光地域振興課
tel:082-228-8703

802

令和4年度将来にわたって旅
行者を惹きつける地域・日本の
レガシー形成事業
「関門海峡　光の架け橋メガト
リップエリア構築事業実施にあ
たっての実現可能性調査」

（株）福山コンサルタント　中四国支社 5290001016276 随意契約（企画競争） 9,520,000 令和4年9月30日

多くの観光資源を有する関門エリアを、メガジップラインやドローンタ
クシーといった新たな技術などの導入により陸海空で強く結ぶこと
で、回遊性・快適性とレガシーの拠点性を高め、行政区域を超えた
一大観光エリア「関門海峡　光の架け橋メガトリップエリア」を形成
し、将来的に持続可能な観光地経営を目指すための実現可能性
調査を行う。

令和5年3月調査報告書作成予定
中国運輸局
観光部観光地域振興課
tel:082-228-8703

803

令和4年度将来にわたって旅
行者を惹きつける地域・日本の
レガシー形成事業
「アートと産業観光を核とした玉
野市観光ルネサンス構想実施
にあたっての実現可能性調査」

きづきアーキテクト（株） 9130001067208 随意契約（企画競争） 9,520,000 令和4年10月11日

玉野市で計画されている芸術性の高い蓄電池工場をオープンファ
クトリー化し、自然エネルギーの活用も推進していくことで、アートと
産業観光が融合した、先進的でサステナブルな未来の港町を目指
すための実現可能性調査を行う。

令和5年3月調査報告書作成予定
中国運輸局
観光部観光地域振興課
tel:082-228-8703

804
四国運輸局管内における高速
バスの現状と活性化方策に関

する基礎調査
㈱日本能率協会総合研究所 5010401023057 随意契約（企画競争） 5,500,000 令和4年9月17日

四国運輸局管内の高速バスの運行実態と利便性向上等の活性化
策を取りまとめ、今後、交通事業者や地域の関係者が協議する際
の基礎資料とすることを目的とする。

令和5年6月公表予定
四国運輸局交通政策部交通企
画課
Tel：087-802-6725

805
「四国遍路」を基軸とする観光

振興に向けた調査事業
一般財団法人　百十四経済研究所 9470005005303 随意契約（企画競争） 9,991,593 令和4年9月30日

四国八十八ヶ所における独自のストーリー性や豊富な資源・魅力を
伝えるため、デジタル技術を活用した受入環境を整備し、その効
果・課題を調査・検証する。

令和5年6月公表予定
四国運輸局観光部
観光企画課
Tel：087-802-6735

806

愛媛県久万高原町及び高知県
津野町における日本版持続可
能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－
Ｄ）に準拠した観光地経営の現

状・課題調査事業

リベルタ株式会社 8011101070213 随意契約（企画競争） 1,690,000 令和4年7月29日

愛媛県久万高原町及び高知県津野町における観光事業者の持続
可能な観光地経営の意識醸成やサステナブルツーリズムの商品
造成への将来的な活用を長期的な目的とし、「日本版持続可能な
観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に照らし合わせた本事業対象地域
の観光開発の現状、課題を、デスティネーションプロフィール及びア
セスメントレポートの作成を通じて把握し、それらを元に、優先的に
取り組むべく具体的なアクションプランの策定を支援する

令和5年12月公表予定
四国運輸局観光部
観光地域振興課
Tel：087-802-6737

807

既存レガシーと将来レガシーの
融合による梼原町の観光産業
化構想に係る実現可能性調査
事業

株式会社Model Village 1490001003712 随意契約（企画競争） 9,500,199 令和4年10月24日

隈研吾氏が設計する木造建築をシンボリックな観光拠点（＝「将来
レガイー」）として整備し、自然資源や過去に隈研吾氏が設計した建
築物等（＝「既存レガシー」）と融合させることによって梼原町におけ
る観光振興を実現するため、将来レガシーのあり方及び既存レガ
シーと融合させるプロセス等の実現可能性を調査するもの。

3月に調査結果をまとめた報告書と
事業報告書概要版、及びこれらを電
子データで収めたDVD-R等を作成
予定。

観光部国際観光課
tel:087-802-6736

808

サステナブルな観光コンテンツ
強化事業「千年の草原」を活用
した阿蘇ツーリズムの持続可能
な観光コンテンツ強化事業

（株）日本旅行　九州企画・仕入センター 1010401023408 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年3月25日

阿蘇の自然と歴史が育んだ賜物である「千年の草原」をフィールド
に、旅行者
を安全・安心かつサステナブルなスタイルで受け入れできるコンテ
ンツ造成と受け入れ体制整備、情報発信の強化を行う。

令和5年4月公表予定
九州運輸局観光部観光地域振
興課
tel：092-472-2920

809

サステナブルな観光コンテンツ
強化事業「神宿るまち・宗像」に
おける“海の恵み×環境保全
×観光“コンテンツ造成事業

（株）ＪＴＢ　福岡支店 8010701012863 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年3月25日
宗像の海をテーマに、アクティビティや体験活動をとおして、海洋環
境問題や水産業等への関心を高めることができるストーリー性を
持った観光コンテンツの開発を行う。

令和5年4月公表予定
九州運輸局観光部観光地域振
興課
tel：092-472-2920

810
九州におけるユニバーサルツー
リズム「どこでも車いす」実証事
業

株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社 4011001005165 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年7月1日

車いす・ベビーカーを九州域内の拠点で貸出・返却できる仕組みの
実証調査を通じて、移動ニーズや周遊ルートの検証、更には持続
可能な仕組みについて検討を行い、九州のユニバーサルツーリズ
ムを推進するための関係者間の連携と協働を支えるプラットフォー
ムの構築について調査・検討を行う。

令和5年3月公表予定
九州運輸局観光部観光企画課
tel：092-472-2330

811
公共交通事業者の事業ポート
フォリオに関する基礎調査

EY新日本有限責任監査法人福岡事務所 1010005005059 随意契約（企画競争） 4,950,000 令和4年8月16日

交通事業者の事業ポートフォリオに注目し、交通事業と交通事業以
外の分野（以下、非交通事業）の割合、交通事業部分に関する収
益構造、非交通事業に関する詳細等を調査し、交通事業者の経
営の全体構造、そして九州管内における全体傾向の把握を行う。

令和5年3月末に公表予定
九州運輸局交通政策部交通企
画課
tel：092-472-2315

812

令和４年度　観光地域動向調
査事業「九州における旅行者
実態調査事業」

イデアパートナーズ株式会社 4290001025518 随意契約（企画競争） 1,650,000 令和4年8月22日

地域共通の課題や問題などの定性情報等を調査することにより、
観光地域づく
り法人が九州地域への今後の誘客に向けた取組に活用し、今後の
方針や戦略を検討する。

令和5年4月公表予定
九州運輸局観光部観光地域振
興課
tel：092-472-2920

813
トラック運転者の長時間労働抑
制のための調査業務

株式会社NX総合研究所 3010401051209 随意契約（企画競争） 3,999,999 令和4年8月31日 ﾄﾗｯｸ運転者の長時間労働抑制を目的として、原因の分析及び改
善策の検討、実証を行う。

令和5年4月末に公表予定
九州運輸局自動車交通部貨物
課
℡：092-472-2528

814
九州運輸局管内の「路線バス
運転者」に対する意識の実態
調査業務

九州運輸局管内の「路線バス運転者」に対す
る意識の実態調査業務　日本工営・復建調査

設計共同提案体
－ 随意契約（企画競争） 2,959,000 令和4年9月9日 路線バス運転者確保のための方策を検討するため、関係者（バス

運転者、バス事業者等）にアンケートおよびヒアリング調査を行う。
令和5年度公表予定

九州運輸局交通企画課
tel:092-472-2315

815
「食×観光」をテーマとした人吉
球磨地域の観光資源ブラッ
シュアップ対応実証事業

（株）ＩＧＬＯＯＯ 8021001058010 随意契約（企画競争） 6,996,000 令和4年9月9日

人吉球磨地域において、食の多様性対応を軸に、地域内の歴史・
文化・自然等の観光資源を磨き上げ、既存の観光モデルコースの
ブラッシュアップを行うことで、他地域との差別化を図りながら観光
地としての魅力向上を目指すとともに、モニターツアー等により、訪
日外国人旅行者の受入体制等について検証する。

令和5年3月公表予定
九州運輸局観光部
国際観光課
tel：092-472-2335

816
九州における新たなアドベン
チャーツーリズムのコンテンツ造
成等実証事業

(株)JTB　福岡支店 8010701012863 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年9月20日

欧米豪をターゲットとし、新たなATコンテンツ及びコースの企画・造
成を行うとともに、座学や実地研修を通じて、九州地域内の活動地
においてATに対応できるガイドの育成を行うことで、訪日外国人旅
行者の受入環境整備の強化を図る。

令和5年3月公表予定
九州運輸局観光部
国際観光課
tel：092-472-2335

817

令和４年度　将来にわたって旅
行者を惹きつける地域・日本の
新たなレガシー形成事業｢温故
知新の心にふれる温泉場　湯
平温泉｣構築事業

公益財団法人日本交通公社 5010005018866 随意契約（企画競争） 9,520,614 令和4年9月30日

最盛期の文化を面的に再現、景趣を再生させるとともに、有識者を
含む検討会を設置し、歴史調査や地域内外への意識調査の実
施、観光資源の活用方策の検討と再生に向けたグランドデザインの
策定、その具現化に関わる実現可能性を分析する。

令和5年4月公表予定
九州運輸局観光部観光地域振
興課
tel：092-472-2920
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818 大規模災害対策検討業務 （株）ドーコン 5430001021765 随意契約（公募） 14,011,500 令和4年5月12日
北海道開発局の災害対応能力の強化を図るため、北海道開発局
管内の日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震について検討を行うほ
か、隊員の増強や活動の高度化について検証を行う。

令和5年2月公表予定

北海道開発局事業振興部防災
課計画係
tel：011-709-2311
（内線5947）

819
地域防災力向上に関する検討
業務

（一社）北海道開発技術センター 2430005010809 随意契約（公募） 11,517,500 令和4年5月12日 令和4年12月1日

「自助」、「共助」、「公助」のバランスがとれた地域社会の実現に向
けた方策について、様々な提言や報告書を踏まえつつ、地域の防
災に関するニーズや課題を把握し、地域の人々や関係機関と協働
することにより「災害に強くしなやかな社会の構築」の具体化に資す
る方策について検討を行う。

令和5年3月公表予定

北海道開発局事業振興部防災
課企画係
tel：011-709-2311
(内5459)

820
北海道港湾におけるカーボン
ニュートラル導入検討業務

北海道港湾におけるカーボンニュートラル導入
検討業務
寒地センター・クマシロ・アルファ水工設計共同
体

－ 随意契約（公募） 38,830,000 令和4年5月26日

CNP形成に向けた実現方策の検討、洋上風力発電設備及び関連
産業の集積に必要な港湾施設の機能と規模の検討、水素製造と
輸送拠点の可能性の検討及びブルーカーボンの促進法策の検討
を行う。

令和5年3月公表予定
北海道開発局港湾空港部港湾
計画課tel:011-709-2311(内線
5615)

821
北海道における防災まちづくり
に向けた検討業務

（株）ドーコン 5430001021765 随意契約（公募） 7,953,000 令和4年8月25日

北海道における広域分散型社会や積雪寒冷地である特性を踏ま
えながら、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりの考え方を基
本に、防災面から安全な都市づくりに向けて、道内の市町村におい
て防災・減災都市づくりの取組を広く普及展開するための指針をとり
まとめるものである。

令和5年3月公表予定

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

822
北海道における下水道に関す

るＤＸ活用方策検討業務
（株）日水コン 3011101015783 随意契約（公募） 9,900,000 令和4年8月25日

全国の下水道DXの取り組み状況を把握し、北海道内の実施状況
を踏まえて、導入の可能性を検討し、自治体への導入推進を図る
ための検討を行う。

令和5年3月公表予定

北海道開発局事業振興部都市
住宅課都市事業管理官付下水
道係
tel:011-709-2311
（内5869）

823
大規模災害発生時における港
湾物流機能継続に向けた調査
業務

大規模災害発生時における港湾物流機能継
続に向けた調査業務
寒地センター・クマシロ設計共同体

－ 随意契約（公募） 11,990,000 令和4年8月25日

・大規模災害により、対象港（釧路港・十勝港・根室港）の港湾機
能が維持・継続できない状態となった場合の背後圏の一次産業に
与える影響等の調査および復旧目標の検討を行う。
・過年度に実施した図上訓練結果を踏まえ、今後必要となる太平
洋港湾ＢＣＰに関連する訓練方法について検討を行う。

令和5年3月公表予定
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(内線5669)

824
岩手河川国道事務所管内交
通事故対策検討業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 4011001005165
一般競争入札（総合評価方

式）
19,723,000 令和4年4月25日

本業務は、ゾーン30プラス等の交通事故対策にかかる分析、効果
整理等を行うものである。

令和5年2月公表予定
東北地方整備局道路部交通対
策課
tel:022-225-2171

825
仙台駅東地区における賑わい・
モビリティ・物流が共存する道
路空間の社会実験

仙台市長 8000020041009 随意契約（競争性なし） 5,995,000 令和4年4月11日

仙台駅東口から楽天生命パーク宮城へつながる宮城野通におい
て、広幅員の道路空間をフル活用し、「賑わい・モビリティ・物流」の
複数種類のモビリティが同時に混在したときの走行安全性や利便
性の検証を行う。

令和５年３月公表予定
東北地方整備局道路部道路計
画第二課
tel:022-225-2171

826
東北圏広域地方計画基礎的
検討業務

日本工営（株）仙台支店 2010001016851 随意契約（公募） 19,910,000 令和4年5月12日

　本業務は、令和3年6月15日にとりまとめられた「国土の長期展
望」の内容や各種関連計画、社会情勢の変化等を踏まえ、次期東
北圏広域地方計画の策定に向けて、骨子（案）までの基礎的検討
を行う。また、令和2年度から3カ年計画で調査を進めているスー
パー・メガリージョン（SMR）の形成と効果の広域的拡大に関して、最
終年度のとりまとめとしてロードマップの策定等を行うものである。

　次期東北圏広域地方計画の骨子
までの基礎的検討及びSMRの形成
による効果拡大に向けたロードマップ
の策定についてとりまとめた調査報告
書を作成予定。

東北地方整備局企画課地方計
画係
tel：022-225-2171

827
Ｒ４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） 29,953,000 令和4年4月20日

過年度業務で構築し、バスタ新宿で実証実験中のＥＴＣ２．０高速
バスロケーションシステムについて、さらなる対象路線の拡大や利
用者の利便向上に繋がる検証・実験、今後の運用方法の検討等を
行う。

令和5年4月公表予定
関東地方整備局東京国道事務
所計画課
tel:03-3512-9093

828
Ｒ４東京国道管内交通施策他
検討業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（公募） 26,235,000 令和4年4月20日
「道路空間を活用したカーシェアリング社会実験［車種拡大］」の実
験及び協議会の運営補助を行うと共に、東京都版ガイドライン（案）
の作成等を行う。

令和5年6月公表予定
関東地方整備局東京国道事務
所交通対策課
tel:03-3512-9061

829
Ｒ４東京湾流域別下水道整備
総合計画基本方針調査検討
業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（公募） 25,366,000 令和4年4月22日 令和4年12月13日

本業務は、東京湾における水質改善のために、平成１６年を基準
年に策定されている「東京湾流域別下水道整備総合計画」を同計
画策定後の社会情勢の変化等を勘案して見直すためのものであ
り、東京湾内に流入する各都県の許容汚濁負荷量の配分案を算
定するための汚濁解析等の検討を行うものである。

令和５年３月公表予定

関東地方整備局
企画部広域計画課
tel:048-600-1330
関東地方整備局
建政部都市整備課
tel:048-600-1907

830
Ｒ３災害対応システム運用方
策検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（公募） 14,982,000 令和4年5月13日

関東地方整備局管内における災害発生時の初動情報収集を迅速
かつ効率的に実施する為、災害対応初期における情報収集手法
の自動化、高機能化の検討を行うと共に、関東地方整備局で整備
されている防災情報システムの機能拡充を行い、初動情報収集・
情報共有機能の高度化を図るものである。

令和５年２月公表予定
関東地方整備局防災室調整係
tel:048-600-1333

831
Ｒ４利根川流域別下水道整備
総合計画基本方針調査検討
業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（公募） 27,973,000 令和4年6月30日

本業務は、平成１８年を基準年に策定されている｢利根川流域別下
水道整備総合計画に関する基本方針｣を、同計画策定後の社会
情勢の変化等を勘案し見直すもので、利根川流域の各環境基準
を達成するために、流域の各県（埼玉県、千葉県等)への目標汚濁
負荷量の配分案を検討するための汚濁解析等の検討を行うもので
ある。

令和５年３月公表予定

関東地方整備局
企画部広域計画課
tel:048-600-1330
関東地方整備局
建政部都市整備課
tel:048-600-1907

832
Ｒ４バスタ新宿利便向上に資す
る施設計画検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（公募） 29,996,869 令和4年7月21日

バス利用者からの施設拡充に関わる多様なニーズやバス事業者
からの増便需要などバスタ新宿利用者の更なる利便性向上を図る
ため、利便性向上のための施設検討の他、災害時におけるバスタ
新宿の役割検討等を行う。

令和5年４月公表予定
関東地方整備局東京国道事務
所計画課
tel:03-3512-9093

833
R4重要物流道路のサービス水
準・構造基準等検討業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（公募） 24,970,000 令和4年7月28日
重要物流道路の望まれるサービス水準や管理水準を検討し、道路
構造の基準に関する検討を行うものである。

令和5年4月公表予定

関東地方整備局
道路部道路計画第一課
調査係
tel:048-600-1341

834
Ｒ３自動運転車が混在する交
通環境における安全対策に関
する検討（その２）業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（公募） 34,991,000 令和4年9月16日
自動運転車が混在する交通環境において安全・円滑な道路交通
を実現するため、道路に求められる機能について検討・実証を行
う。

令和5年4月公表予定
関東地方整備局高崎河川国道
事務所計画課
tel:027-345-6039

835
Ｒ４首都圏における流域治水を
ふまえたまちづくり調査検討業
務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（公募） 8,470,000 令和4年9月21日

本業務は、都市分野における流域治水の推進にあっては、都市特
有の空間的工夫に加え、地方公共団体都市部局や住民を含む流
域沿川の多くの関係者の河川に対する意識を醸成していく必要が
あることから、都市の課題についての事例収集、課題の整理を行
い、地方公共団体等が行う課題解決の方策を検討することを目的
とするものである。

令和５年３月公表予定
関東地方整備局
建政部都市整備課
tel:048-600-1907

836
R4関東地整管内観光渋滞対
策検討業務

Ｒ４関東地整管内観光渋滞対策検討業務パ
シフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設

計共同体
－ 随意契約（公募） 29,997,000 令和4年9月22日

ＩＣＴ・ＡＩ等技術を活用した観光地の渋滞対策を推進するため、交
通状況及び課題の整理を行い、対応策や施策導入に向けた検討
を行うものである。また、ＥＴＣ２．０を活用して、関東地方整備局管
内の交通状況の調査及び整理を行うものである。

令和5年３月公表予定
関東地方整備局道路部道路計
画第二課課計画係
tel：048-600-1342

837
令和４年度山地土砂動態シ
ミュレーションにおけるデータ同
化手法の検討

国立大学法人　京都大学 3130005005532 随意契約（競争性なし） 1,716,000 令和4年5月31日 山岳土砂動態シミュレーションの修正・精度向上を目的として、流
出土砂量の現地観測及びシミュレーション手法の検討を行う。

令和５年３月公表予定
神通川水系砂防事務所調査課
火山対策係
tel:0578-82-1221

838

北陸地方における３D都市モデ
ル等のデジタル技術・データ活
用をしたまちづくりに係る調査検
討業務

（株）日本海コンサルタント　新潟支店 6220001005078 随意契約（公募） 6,930,000 令和4年7月13日

「デジタル技術・データ活用」による地域活性化方策として、北陸地
方で集積されているニーズを踏まえた都市のデジタル実装の推進
に向け、「デジタル技術・データ活用」型の各種まちづくり施策に関
する事例等の調査・分析等を行い、北陸管内自治体におけるまち
づくり等の支援に役立てることを目的とする。

令和5年2月公表予定
建政部都市・住宅整備課企画調
査係
tel：025-280-8755

839
令和４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 7010001042703 随意契約（企画競争） 43,164,000 令和4年4月12日 令和4年12月20日
本業務は、ETC2.0や民間プローブ情報等のビッグデータを活用し、
今後の道路管理の高度化について検討を行う。

令和5年2月公表予定
中部地方整備局道路部交通対
策課安全施設係
tel:052-953-8178

840
令和４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（企画競争） 29,656,000 令和4年4月18日
本業務は、次期伊勢湾流域別下水道整備総合計画の策定に向
け、汚濁解析モデルを用いて将来汚濁解析を行い、許容負荷量等
について検討を行う。

令和5年3月公表予定
中部地方整備局広域計画課地
方計画第一係
tel:052-953-8129

841
令和４年度　中部地整管内交
通情勢検討業務

令和３年度　中部地整管内交通情勢検討業
務　長大・ＩＢＳ設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 22,550,000 令和4年4月18日 令和4年12月20日
令和３年度全国道路・街路交通情勢調査の中部地整管内の交通
量調査結果マスターデータの作成及び現況基礎資料の作成を行
う。

令和５年３月公表予定
中部地方整備局中部技術事務
所品質調査課調査係
tel:052-723-5716
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842
令和４年度　伊勢湾再生行動
計画検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 11,000,000 令和4年5月31日

本業務は、伊勢湾再生行動計画に基づき、伊勢湾再生推進会議
の各構成機関が実施する伊勢湾の再生を目指した施策の進捗状
況等をとりまとめ、その推進に係る課題及び対応方策について検討
を行う。

令和5年3月公表予定
中部地方整備局広域計画課地
方計画第一係
tel:052-953-8129

843
令和４年度防災まちづくり検討

業務
日本工営(株)名古屋支店 2010001016851 随意契約（公募） 6,886,000 令和4年8月15日

本業務は、管内自治体の「安全なまちづくり」の取組みを支援する
ため、「災害に強いまちづくり」の基本的な考え方、施策、現状や課
題等をとりまとめた「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」の
更新の検討を行う。

令和5年3月公表予定

中部地方整備局建政部
都市整備課
企画調査第一係
052-953-8573

844
令和４年度　中部地方下水道
推進検討業務

（株）ニュージェック　中部支店 2120001086883 随意契約（企画競争） 8,789,000 令和4年8月17日

本業務は、「中部ブロックにおける社会資本整備重点計画」等に記
載された指標目標を達成するための推進方策等を示した「中部地
方下水道推進プラン」について、その達成状況のフォローアップを
行い、その過程等で明らかとなった課題を整理し、対応策の検討を
行うものである。

令和5年3月公表予定
中部地方整備局都市整備課下
水道係
tel:052-953-8573

845
近畿管内道路交通情勢調査
集計分析業務

(株)地域未来研究所 7120001145148
一般競争入札（総合評価方

式）
14,025,000 令和4年4月13日

R3年度全国道路･街路交通情勢調査として実施された自動車起
終点調査及び一般交通量調査の結果について、集計分析を行い
道路利用実態等を把握し、道路整備の基礎資料とするもの

令和5年4月公表予定
近畿地方整備局 道路部 道路計
画第二課
tel:06-6947-7440

846 都市住環境調査検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 7,150,000 令和4年6月8日
まちづくり・住まいづくりに関する事例収集、情報分析、検討等を行
い、結果のとりまとめ・横展開を行い、地域におけるまちづくり・住ま
いづくりを支援することを目的とする。

令和5年4月公表予定
近畿地方整備局
建政部住宅整備課
tel:06-6942-1141

847
令和４年度中国管内交通需要

検討業務
(株)福山コンサルタント 5290001016276

一般競争入札（総合評価方
式）

45,287,000 令和4年4月14日
全国における自動車の利用実態を把握し、道路の計画、建設、管
理などについての基礎資料を得ることを目的として、昭和3年より全
国規模で実施している調査で、調査結果のとりまとめを行うもの。

令和5年3月公表予定
中国地方整備局道路部
道路計画課調査第2係
tel:082-221-9231

848
令和４年度道路情報収集・提

供の高度化検討他業務
（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 17,996,000 令和4年7月28日

災害時の道路利用者への適切な道路情報提供を行うため、利用
経路をETC2.0を用いた分析等を行い情報提供の高度化について
検討を行うとともに、道路管理者として災害時等に迅速かつ適切な
判断を行うための道路情報収集・利活用の高度化について検討す
る。

災害時の道路利用者への適切な道
路情報提供を行うため、利用経路を
ETC2.0を用いた分析等を行い情報
提供の高度化について検討を行っ
た。災害時等に迅速かつ適切な判
断を行うための道路情報収集・利活
用の高度化について検討及び資料
作成を行った。

中国地方整備局道路部
交通対策課特殊車両係
tel:082-221-9231

849
補強土壁工法の（性能評価
型）維持管理技術に関する新
技術の評価検討業務

一般財団法人
土木研究センター

6010505002096 随意契約（競争性なし） 9,999,000 令和4年10月3日
公共工事等における新技術活用並びに技術開発を促進するため、
「公共工事等における新技術活用システム」に基づき技術の公募・
活用・評価（テーマ設定型（技術公募））を実施するものである。

令和5年5月予定
企画部施工企画課
施工係
℡：082-221-9231

850
国道１９０号（常盤通り）の

ウォーカブル化に向けた社会実
験

宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会 － 随意契約（競争性なし） 10,000,000 令和4年11月11日

本実験は、国道190号（常盤通り）のウォーカブル化に向けて、にぎ
わい創出検討部会で提案された整備案をベースとした「滞在空間
としての施設等の設置」や「副道の活用形態の変更」を行うことで、
「滞在空間の利活用状況」や「将来の滞在空間利活用を見据えた
交通の安全性」などの検証を行うもので、検証結果は、空間利活用
整備計画案に反映させる。

社会実験における歩行者通行量の
調査結果や空間要素等のアンケート
調査等のデータをまとめた調査報告

書を作成予定。

山口河川国道事務所
交通対策課交通対策係
tel：0835-22-1857

851
令和４年度中国地方整備局交

通量観測設備改修
富士通（株） 1020001071491 一般競争入札 47,960,000 令和4年12月9日

中国地方整備局に設置し全国で運用している交通量観測設備に
おいて、他機関（高速道路会社）交通量データの取得及び機能追
加、道路データプラットフォームとの接続、中国管内の交通量デー
タの取得及び機能追加できるよう改修するものである。

令和5年3月改修
中国地方整備局企画部
情報通信技術課情報システム係
tel:082-221-9231

852
令和４年度　四国圏広域地方
計画推進検討等業務

日本工営株式会社 2010001016851 随意契約（公募） 13,662,000 令和4年4月26日 次期四国圏広域地方計画に係る骨子（案）等の検討を行う。 令和５年３月公表予定
四国地方整備局企画部広域計
画課計画調整係
tel:087-811-8309

853
令和４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） 24,992,000 令和4年4月22日
令和3年度道路交通情勢調査の結果を集計し、四国地方の道路
交通の現況を把握・分析するものである。また、集計結果をもとに
将来道路網整備の事業効果検討を行うものである。

令和５年３月公表予定
四国地方整備局
道路計画課調査第一係
tel：087-811-8322

854
令和４年度八代海流域別下水
道整備総合計画検討業務

（株）建設技術研究所
九州支社

7010001042703 随意契約（公募） 24,970,000 令和4年8月1日

本業務は、「八代海水域に係る下水道整備総合計画に関する基
本方針」の見直しに向け、将来基礎情報の収集整理、将来汚濁負
荷量の定量化、現況汚濁解析モデルの構築、単純将来汚濁解析
の検討等を行うものである。

令和5年3月公表予定
九州地方整備局企画部企画課
地方計画第一係
tel:092-471-6331

855
令和４年度サンゴ礁海岸の保
全・形成促進に関する調査検

討業務

令和４年度サンゴ礁海岸の保全・形成促進に
関する調査検討業務日本工営・土木研究セン

ター設計共同体
ー 随意契約（公募） 3,190,000 令和4年4月12日

サンゴ礁海岸の保全・形成促進を目的として開発された試験装置
の効果検証のため、現地海岸でモニタリング調査を行い、その効果
を把握する。

令和５年３月末予定
沖縄総合事務局
河川課流域調整係
098-866-1911

856
令和４年度沖縄管内の海岸に
おけるブルーカーボン形成に関

する検討調査業務
いであ株式会社 7010901005494 随意契約（公募） 4,290,000 令和4年7月12日 沖縄の脱炭素社会の実現に向けて、港湾区域内の海岸保全施設

におけるブルーカーボン形成に関する検討を行う。
令和５年３月末予定

沖縄総合事務局
港湾計画課計画調査班
098-866-1906

857
令和４年度準初生地すべり発
生危険度評価に関する検討業

務
株式会社エイト日本技術開発 7260001000735 随意契約（公募） 4,323,000 令和4年7月8日

初生・準初生地すべり危険度評価手法について過年度の調査・検
討結果を整理・評価し、その結果をもとに既往の「初生・準初生地
すべり調査の手引き(案)」の改訂版を作成する。

令和５年３月末予定
沖縄総合事務局
河川課流域調整係
098-866-1911

858
道路橋に関する鋼桁供試体の
載荷試験業務

iエンジニアリング（株） 5040001072146 一般競争入札 22,324,500 令和4年4月1日 令和4年12月6日
本業務は、道路橋の設計の合理化の検討に必要なデータを試験
により取得するため、道路橋に関する鋼桁供試体の載荷試験を行
うものである。

令和5年3月公表予定
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

859
令和4年度道路交通調査プ
ラットフォーム改修等業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（公募） 9,900,000 令和4年4月1日

本業務は、道路交通調査プラットフォームの機能改修、道路交通
調査プラットフォームの運用環境の整備、道路交通調査プラット
フォームの運用、道路交通調査プラットフォームの地図検索・出力
に用いる各種情報の更新、今後の課題のとりまとめを行うものであ
る。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

860
令和4年度強震モニタリングシ
ステムによる橋全体系の挙動
観測業務

（株）ニュージェック 2120001086883
一般競争入札（総合評価方

式）
5,863,000 令和4年4月1日

　本業務は、橋全体系の挙動観測を実施するため、強震モニタリン
グシステムのサーバの管理および観測機器のリモート点検を実施す
るとともに、観測機器の現地点検作業を実施するものである。

令和5年3月公表予定

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

861
道路橋の劣化や耐久性に関す
る点検データ等整理業務

(株)建設技術研究所 7010001042703
一般競争入札（総合評価方

式）
66,440,000 令和4年4月14日 令和4年12月12日

本業務は、点検データを用いて道路橋の劣化傾向を分析し、点検
の信頼性向上や省力化に向けた研究に必要な基礎資料を得るた
め、コンクリート橋の塩害に関するデータ整理、道路橋の劣化に関す
る統計的なデータの整理を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

862
一般交通量調査結果の集約・
分析等に関する業務

一般交通量調査結果の集約・分析に関する業
務社会システム・システム科学研究所・計量
計画研究所設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 19,932,000 令和4年4月14日

本業務は、令和３年度一般交通量調査について、調査実施主体と
のデータ授受の環境整備等、一般交通量調査結果の集約、一般
交通量調査結果の分析、一般交通量調査の作業記録の整理、一
般交通量調査実施に関する課題の整理、次期以降の一般交通量
調査の観測体制案の作成を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

863
社会インフラ用ロボットＤＢシス
テムの試行運用に関する調査
業務

株式会社ＱＬＥＡ 5240001016280 随意契約（少額随契） 996,600 令和4年4月14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。

「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

864
道路ネットワークにおける運送
貨物の種類の推定に関する文
献調査・整理業務

一般財団法人　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年4月18日

本業務は、「道路ネットワークのある区間にどのような種類の貨物／
荷物が運ばれているかを推定する方法」の検討に資する基礎資料
を得ることを目的として、既往の調査・研究のレビュー、研究上の課
題の整理および検討手順の整理を行うものである。

道路ネットワークにおける運送貨物の
種類の推定に関連する国内外の調
査・研究等のレビュー、研究上の課
題の整理および検討手順の整理を
行い、その結果をとりまとめた。

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

865
令和４年度移植困難植物の生
育状況調査業務

㈱福山コンサルタント 5290001016276 随意契約（少額随契） 941,600 令和4年4月21日 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
生育状況について調査を行う。

キンラン属の生育状況について調査
した結果をまとめた調査報告書を作
成した。

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

866
緊急仮設橋の要求性能に関す
る解析業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 34,903,000 令和4年4月25日 令和5年1月24日

本業務は、仮設橋特有の性能規定化された設計基準の策定に向
けた検討に必要な、外力や部材継手部に求められる要求性能の
設定や部材計上の標準化に関する課題を検討するための試算等
を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

867
令和4年度道路政策の質の向
上に資する技術研究開発制度
の運営支援他業務

（一財）日本総合研究所 2010405010335
一般競争入札（総合評価方

式）
14,080,000 令和4年4月25日

本業務は、新道路技術会議に必要な資料作成や会議の運営等、
事務局の支援を行うとともに、終了課題のフォローアップ調査を行う
ものである。

令和５年３月公表予定
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

868
土砂災害発生関連情報の構造
化手法検討業務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年4月25日

本業務は、各都道府県の土砂災害警戒情報発表基準検討資料
及び都道府県から国土交通省に報告された災害報告資料を基
に、災害の特性分析等を行うとともに、災害発生関連データの構造
化の国際標準案の検討に向けて構造化手法の検討を行うものであ
る。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所土砂
災害研究部土砂災害研究室
tel:029-864-2213
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869
道路橋基礎の洗掘被害への対
応に関する実験・解析業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 24,915,000 令和4年4月28日 令和4年10月31日
本業務は、道路橋の基礎洗掘による下部構造の沈下等の変状に
ついて、リスク評価手法や対策工の確立に向け、実験及び解析によ
る対策工の効果等の検証を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

870
水防活動支援情報共有システ
ム試験運用業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 16,984,000 令和4年5月11日

水防団、自治体の水防活動実施状況や河川水位、浸水位の情報
をリアルタイムで共有する「水防活動支援情報共有システム」につ
いて、モデル2地域での試験運用に必要である稼働環境整備及び
稼働、水防活動支援情報共有システムの改良及び浸水予測計算
プログラムの調整を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

871
画像雨量解析用CCTVカメラ設
置条件検討業務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735 随意契約（企画競争） 9,944,000 令和4年5月11日

本業務は、既存のCCTVカメラの中から画像雨量解析に適した
CCTVカメラを選定する基礎資料とするため、国土交通省が国土管
理や道路管理用に設置したCCTVカメラについて、設置環境、撮影
条件等の資料を収集し、画像雨量解析に適したCCTVカメラの情報
を整理・検討するものである。

令和5年3月公表予定
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

872
令和４年度道路トンネル定期点
検結果整理業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 8,800,000 令和4年5月11日
本業務は、道路トンネル定期点検の効率化及び高度化に資する基
礎資料を得るため、道路トンネル定期点検結果の分析を行うととも
に、定期点検要領の見直しに向けた整理を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

873
交通量算定ツールの動作確認
業務

(一社)システム科学研究所 1130005012828 随意契約（少額随契） 969,562 令和4年5月11日
本業務は、国土技術政策総合研究所で開発した交通量算定ツー
ルの動作確認を行い、その際に生じた不具合事象を整理するもの
である。

国土技術政策総合研究所で開発し
た交通量算定ツールの動作確認を
行い、その際に生じた不具合事象に
ついて、不具合が生じた状況、想定
される原因を整理した。

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

874
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（企画競争） 29,700,000 令和4年5月16日 令和4年12月9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も
のである。

令和5年5月公表予定

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

875
令和４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 随意契約（企画競争） 9,988,000 令和4年5月16日

本業務は、交通調査基本区間データベース等の令和3年度版の
修正、交通調査基本区間データベースの令和4年度版への更新、
基本交差点データの令和4年度版の作成、交通調査基本区間－
デジタル道路地図対応テーブルの令和4年度版の作成、問い合わ
せ回答案の作成、今後の課題のとりまとめを行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

876
令和4年度ガスクロマトグラフを
用いた一酸化二窒素分析業務
（単価契約）

新日本環境調査（株） 3010901005481 一般競争入札 3,382,500 令和4年5月19日
発注者が下水処理場等から採取した気体試料および液体試料中
のN2O濃度をガスクロマトグラフにより測定する。

令和5年3月公表予定
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

877
令和4年度下水処理場におけ
る気体試料採取業務

新日本環境調査（株） 3010901005481 一般競争入札 2,530,000 令和4年5月19日 下水処理場から発生するN2Oガスを把握するために、水処理工程
の各地点から発生する気体を採取する。

令和5年3月公表予定
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

878
土木工事積算実績データ分析
ツールプロトタイプ構築業務

（一財）日本建設情報総合センター 4010405010556 随意契約（企画競争） 39,402,000 令和4年5月20日

土木工事の積算データ等のデータ整理や分析を効率的に行えるよ
うなツールについて、次期積算システムでの本格実装に向けたプロ
トタイプとして構築するとともに、構築したツールの試行を通じた課題
の抽出を行う

令和５年４月公表予定

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

879
ダム地震影響即時推定システ
ムへの機能追加設計等業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年5月20日 令和4年11月28日

国総研で試験運用中の気象庁による地震情報等をもとにダムへの
地震影響を即時に概略推定するシステムについて、地震発生時に
ネットワークを通じて収集されるダムで観測された地震動データを
用いて迅速に影響推定する機能等を追加するために必要な設計
等を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

880
高頻度の航空レーザ測量デー
タを用いた土砂動態分析業務

アジア航測（株） 6011101000700 随意契約（企画競争） 29,425,000 令和4年5月26日 令和5年1月11日

土砂生産が活発な山地流域内で高頻度に航空レーザ測量を実施
して1出水ごとの土砂収支図を作成するとともに、流砂水文観測
データと土砂収支図を比較検証することにより、豪雨時の土砂動態
を詳細に分析する。

令和5年3月公表予定
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

881
ＡＩ技術等を活用した橋梁損傷
事例検索ソフトウェアの機能拡
充業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
一般競争入札（総合評価方

式）
16,500,000 令和4年5月27日

本業務は、過年度に試作した損傷写真の類似画像検索プログラム
の画像認識アルゴリズムと教師データを活用し、検索対象画像の
拡充等を行った試作をするものである。

令和5年2月公表予定
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

882
横断歩道橋等の設計に用いる
荷重組合せや部分係数に関す
る試算業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 17,952,000 令和4年5月27日 令和4年12月20日

本業務は、道路橋とは異なる部材構成や死荷重比率を有している
構造物の代表として横断歩道橋を主な対象として、構造モデルの
詳細さの違いや風荷重や地震荷重の載荷方法が各部の局所応力
の計算値の違いに与える影響を整理するものである。

令和5年3月公表予定
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

883
下水道技術開発分野における
自治体支援方策検討業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 9,130,000 令和4年5月27日 令和5年1月19日 下水道技術開発分野に関する検討 令和5年3月公表予定
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

884
下水道分野におけるカーボン
ニュートラルの実現に必要な対
策技術に関する調査検討業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 7,480,000 令和4年5月27日
地域特性や処理規模に応じた試算条件による2050年度の温室効
果ガス排出量の試算および下水道分野のカーボンニュートラル実
現に必要な技術課題等にについて有識者等意見聴取

令和5年3月公表予定
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

885
プローブデータ処理機能の改良
検討業務

ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾃﾞｰﾀ処理機能等の改良検討業務HIDO・
建設技術研究所・日本工営設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 609,697,000 令和4年6月3日 令和4年12月21日

本業務では、国総研テストシステムから補正済個車データを取得
するためのインタフェース仕様書を作成するとともに、国総研テスト
システムの収集データを拡充するための機能再構築や次世代ETC
の車載器テスト環境構築などを実施するものである。

令和5年4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

886
令和４年度下水道管きょ布設・
陥没状況に関する実態調査分
析業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 8,932,000 令和4年6月3日 令和４年度下水道管きょ布設状況等に関する実態調査 令和5年3月公表予定
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

887
温泉排水を含む下水試料の水
質分析業務

新日本環境調査㈱ 3010901005481 随意契約（少額随契） 661,320 令和4年6月8日
発注者が採取した下水試料のBODと金属元素濃度を測定する。ま
た、窒素・りんを分析するための前処理を行う。

令和5年3月公表予定
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

888
道路情報ＤＢ更新のためのシス
テム構築業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 199,078,000 令和4年6月9日 令和4年12月21日

本業務は、開発用に準備したクラウドサービス環境に道路情報DBを
更新するシステムを構築するため、プログラムの作成と実装、動作
確認とマニュアル類の作成、受入テストの実施、移行手順書の作
成を行うものである。

令和5年4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

889
スペクトル分析情報配信システ
ム構築業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 39,930,000 令和4年6月9日

本業務は、災害対応現場において活用が進んでいる「地震動のス
ペクトル分析情報」の社会実装に向け、情報配信の安定性や維持
管理にかかるメンテナンス性等を向上させた「スペクトル分析情報
配信システム」を構築するものである。

令和5年5月公表予定

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

890
地域特性を踏まえた空き家対
策のケーススタディのための
データ作成・収集・整理業務

中電技術コンサルタント（株） 6240001006974 随意契約（企画競争） 6,996,000 令和4年6月9日 令和4年12月15日

空き家対策のコスト及び効果に関するケーススタディの実施に必要
となるデータを取得することを目的として、市町村の地域特性を表
す住宅・人口関連データ等の収集・整理、市町村に対するヒアリン
グ・アンケート調査を実施するものである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所
住宅研究部住宅計画研究室
tel : 029-864-3943

891
塗替え改修した外装仕上塗材
ばくろ試験体の性能測定及び
促進劣化実験業務

日本建築仕上材工業会 － 随意契約（少額随契） 977,240 令和4年6月9日

本件は、成熟社会に対応した郊外住宅市街地の再生技術の開発
の一環で行う、外装仕上塗材仕上げの改修後1～4年経過した外
装パネル試験体の性能測定、および、小型試験体を用いた仕上塗
材仕上げの複数回改修の性能変化データ収集のための促進劣化
試験を行うものである。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278
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892
公共工事の性格等に応じた入
札・契約方式に関する調査業
務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 25,993,000 令和4年6月10日 令和4年11月28日
本業務は、技術提案・交渉方式、総合評価落札方式の実施状況
の他、継続性や地域特性に対する理解が求められる維持管理に
関わる工事の実施状況を整理するものである。

令和5年3月公表予定

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

893
測量・調査・設計等業務の特
性に応じた入札・契約方式に関
する調査業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 27,973,000 令和4年6月10日 令和4年12月15日

本業務は、継続性、地域精通等が求められる測量・調査・設計等
業務を主な対象として、発注状況、業務特性、競争環境と成果品
質の関係、発注方式選定状況、担い手確保に関する各種試行の
効果・課題等の整理を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

894
事業評価結果の活用手法に関
する調査業務

（一社）システム科学研究所 1130005012828 随意契約（企画競争） 19,283,000 令和4年6月10日 令和4年12月9日

本業務は、公共事業計画において、過去の類似事業の評価結果
から参考となる情報を簡便に検索するツール開発に資するため、
既往事業のストック効果や不確実性等に関する情報の整理を行う
ものである。

公共事業計画において、過去の類
似事業の評価結果から参考となる情
報を簡便に検索するツール開発に

資するため、既往事業のストック効果
や不確実性等に関する情報の整理

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
会資本マネジメント研究室
tel：029-864-4239

895
諸外国の入札・契約の実施状
況に関する調査業務

（一社）国際建設技術協会 3010005018587 随意契約（企画競争） 11,257,400 令和4年6月10日 令和4年12月9日
本業務は、諸外国における公共調達の規程、入札・契約方式の適
用事例、官民連携事例に関する整理を行うものである。

諸外国における公共調達の規程、入
札・契約方式の適用事例、官民連
携事例に関する整理を行った。

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

896
水害リスクマップ作成のための
設定条件調査業務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735
一般競争入札（総合評価方

式）
30,998,000 令和4年6月13日

水害リスクマップの作成手法等について研究開発に必要である、モ
デル地区を対象とした氾濫解析モデルの作成、微地形のモデル化
有無による影響の試算、降雨の時空間分布による影響の試算、下
流端水位の境界条件設定方法による影響の試算、小規模河川に
おける流体力の試算、及び破堤条件の設置方法による影響の試
算を実施するものである。

令和５年３月公表予定
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

897
自動運転・ＩＴＳに関する国際会
議資料作成支援業務

一般財団法人　計量計画研究所 5011105004806 一般競争入札 4,950,000 令和4年6月14日

国総研では、ＩＴＳ技術と道路ネットワーク運用に関する国際的な情
報収集、並びに我が国のＩＴＳ技術の国際展開支援を目的として、
道路交通関係の国際機関の活動に参画している。
本業務は、上記活動に必要となる情報収集と資料作成の支援を行
うものである。

令和5年4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

898
住宅の省エネ基準プログラムの
再計算用入力データの作成・
整理業務

（株）ユーワークス 6011101051826 随意契約（企画競争） 5,940,000 令和4年6月16日 令和4年12月12日
住宅の省エネ基準WEBプログラムに関する既存の入力情報に基づ
き、業務実施時点における最新の同プログラムにより設計一次エネ
ルギー消費量を再計算するための入力データを作成・整理する。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅

 研究部建築環境研究室
tel : 029-864-4214

899
都市内におけるビッグデータ等
の活用による都市交通調査・分
析手法に関する調査業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806 随意契約（企画競争） 27,995,000 令和4年6月24日

新たな都市交通調査・分析手法のあり方について検討するため、
効率的かつ効果的な人の流動の推計手法に関する整理、人の流
動の推計手法を用いたケーススタディ、及び都市交通調査・分析
手法の課題と改善の方向性の整理等を行う。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市施設研究室
tel:029-864-3947

900
交通安全施設の視認性に係る
性能や維持管理手法等に関す
る調査業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 9,900,000 令和4年6月24日

本業務は、交通安全施設の視認性に係る性能と維持管理手法の
整理及び運用方法の調査を行い、その結果について道路管理者
等に意見収集することにより、適切な運用に必要な知見を整理する
ものである。また、ボラードについて、設置状況や課題を整理するも
のである。

令和5年2月公表予定

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

901
舗装の点検結果整理及びライ
フサイクルコスト算定に関する
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） 6,930,000 令和4年6月24日

令和3年度に直轄国道で実施された舗装点検の結果について、過
年度までに整理された点検結果と併せて5箇年分のデータの整理・
集計を行う。さらに、設計段階における舗装のライフサイクルコストの
算定手法について、国外の事例を調査しとりまとめる。

令和5年1月公表予定
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

902

住宅用太陽光発電・蓄電シス
テムにおける災害による被害へ
の対策に関する情報の収集・
整理業務

（株）住環境計画研究所 5010001088657 随意契約（企画競争） 4,774,000 令和4年6月24日
災害に伴う停電を想定した設計目標の検討を検討するため、住宅
用太陽光発電・蓄電システムにおける災害による被害への対策お
よびその効果と課題に関する情報を収集・整理する。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅

 研究部建築環境研究室
tel : 029-864-4214

903
道路との連携による自動運転
の普及拡大のための技術開発
検討業務

道路との連携による自動運転の普及拡大のた
めの技術開発検討業務道路新産業開発機
構・長大設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 39,930,000 令和4年6月27日 令和4年12月20日
本業務は「区画線の剥離率に関する要件案などの整理」、「先読み
情報を提供するためのシステムの技術仕様案の整理」、「検討会の
運営支援」などを行うものである。

令和5年4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

904
機械設備３次元モデル流用作
成手法調査業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 11,550,000 令和4年6月30日 令和4年10月6日
本業務は、機械設備の３次元モデルの整備を促進するため、既存
の３次元モデルを流用した３次元モデル流用作成の試行等を行う
ものである。

既存の３次元モデルを流用した３次
元モデル流用作成の試行等を行っ

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

905
浸水予測システム運用調査業
務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 7,986,000 令和4年6月30日
過年度までに構築した浸水予測システムの稼働環境の整備及び
試験運用、並びに関連計算プログラムの修正検討と同修正を行う
ものである。

令和５年３月公表予定
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

906
スペクトル分析情報の高度化の
ための地盤震動特性の評価に
関する調査業務

（株）ニュージェック 2120001086883 随意契約（企画競争） 19,910,000 令和4年7月1日 令和4年12月14日

本業務は、スペクトル分析情報に用いている観測点の地盤震動特
性を整理するものである。また、鉛直・平面アレー観測で得られた
地震観測記録を整理し、観測記録より地盤の1次元と3次元での地
盤震動特性を評価するものである。

令和5年4月公表予定

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

907
郊外住宅市街地における移動
環境向上に関する実証実験比
較検証補助業務

郊外住宅市街地における移動環境向上に関
する実証実験比較検証補助業務復建調査設

計・サーベイリサーチセンター設計共同体
－ 随意契約（企画競争） 11,968,000 令和4年7月1日

郊外住宅市街地における新たな交通システムの導入手法の検討
に必要となる基礎資料を得るため、実証実験の準備および実施に
係る補助、評価項目・評価指標の妥当性の検証および総合的分
析、新たなモビリティの本格導入に向けた条件・課題等の整理等を
行う。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市施設研究室
tel:029-864-3947

908
国土交通データプラットフォー
ムの機能改良に関する検討業
務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 122,133,000 令和4年7月7日 令和4年11月22日

本業務は、国土交通DPFの機能改良、他システムとのデータ連携
のための機能改良、国土交通DPFのユーザーインターフェースの改
良、要素技術に係る研究開発成果との連携検討、国土交通DPFの
運用管理に係る資料作成及び補助を行うものである。

令和5年9月公表予定

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

909
画像による気象条件判別手法
検討業務

（株）コルバック 6010001088862 随意契約（企画競争） 7,964,000 令和4年7月7日

本業務は、画像撮影時の気象条件を把握する手法検討の基礎資
料とするため、中山間地域の山地流域や国総研構内の観測によっ
て取得した画像から気象条件を判別する手法を検討するものであ
る。

令和5年3月公表予定
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

910
モデル事務所建築物の防火仕
様検討を通じた性能指標評価
手続きの検討補助業務

㈱明野設備研究所 4011201000148 随意契約（少額随契） 950,400 令和4年7月8日
本件は、モデル事務所建築物の防火仕様検討を通じて、国土技
術政策総合研究所が開発を進めている防火性能指標評価プログ
ラムの評価手続きの検討を補助するものである。

事項立て研究課題「非住宅建築物
の防火性能の高度化に資する新しい
性能指標および評価プログラムの開
発」では，建築物の新しい防火性能
評価手法の開発を目指している．本
業務では，新たに開発された防火性
能評価手法を事務所建築物に適用
した結果に基づき，同評価手法の有
効性と課題がまとめられている．

国土技術政策総合研究所建築
研究部防火基準研究室
tel : 029-864-4278

911
洗掘及び土砂災害等が及ぼす
道路機能障害に関する調査分
析業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 52,338,000 令和4年7月11日 令和4年12月16日

本業務は、道路土工構造物の洗掘や自然斜面及びのり面を含む
土砂災害による道路閉塞の被災に対し、それらの防止対策や道路
機能のリスク評価手法の確立に向け、近年発生した災害事例の整
理・分析を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

912
生活道路の交通安全対策立案
支援に関するシステム改良業
務

生活道路の交通安全対策立案支援に関する
システム改良業務長大・交通工学研究会・トラ

フィックプラス設計共同体
5010001050435 随意契約（企画競争） 39,930,000 令和4年7月11日

本業務は、生活道路の安全対策業務にかかわる道路管理者等
が、ETC2.0プローブ情報を活用しやすい環境の整備を目指し、全
道路プローブ統合サーバ及び生活道路安全分析支援ツールにつ
いて、機能改良、利用状況調査、講習会資料等作成などを行うも
のである。

令和5年3月公表予定

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

913
令和４年度シェッド、大型カル
バート等定期点検結果整理業
務

東京コンサルタンツ（株） 2010001034143 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年7月11日

本業務は、シェッド、シェルター及び大型カルバート等に発生してい
る変状の特性を把握し、定期点検の信頼性向上及び合理化の手
法に関する検討に必要な基礎資料を得るため、定期点検結果を分
析し、変状の傾向等に関するデータ整理を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

914
宅地擁壁及び建築物基礎・地
盤の地震被害に関する分析業
務

（株）復建技術コンサルタント 1370001010010 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年7月13日
宅地擁壁の宅地被災度判定結果や建築物の罹災証明データ等に
基づき、宅地擁壁と建築物基礎・地盤の地震被害に関する分析を
実施するものである。

本業務は、地震により被災した宅地
擁壁を対象に、擁壁高さと建築物と
の離間距離に応じた、危険度判定結
果、建築物の罹災判定結果の図化
及び傾向に関する分析等を行ったも
のである。

国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947
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915
海岸線モニタリングのための
Webサイト及び解析プログラム
改良業務

海岸線モニタリングのためのWebサイト及び解
析プログラム改良業務みずほリサーチ＆テクノ

ロジーズ
－ 随意契約（企画競争） 20,999,000 令和4年7月19日

情報公開のためのサイト及びプログラムの改良，海岸線抽出プログ
ラムの改良，海岸線抽出ツール利用サイト試作版の改良，海岸保
全区域図の原稿の新規作成を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

916
ETC2.0プローブ情報を利用した
OD交通量逆推定手法の試行と
適用性検証業務

（一社）システム科学研究所 1130005012828 随意契約（企画競争） 9,955,000 令和4年7月19日
本業務は、日単位・時間単位のOD交通量逆推定手法の試行と結
果の分析を行うとともに、推定の手順の整理等を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

917
既設道路橋の活荷重に関する
計測及び解析業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 43,967,000 令和4年7月22日

本業務は、実橋における活荷重計測による車両特性の変化の把
握、既設橋の耐荷力評価等に向けた原位置載荷試験方法の整
理、大型車の車両モデルを用いた動的解析による動的軸重の試
算、大型車に対する安全余裕の試算を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

918
部分係数法による道路橋の設
計事例整理及び修繕に関する
試設計業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 34,650,000 令和4年7月22日
本業務は、部分係数法が適用された道路橋の設計実績を整理す
るとともに、既設橋に対する部分係数法による修繕設計や有限要
素解析を用いた修繕設計に関する試設計を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

919
道路橋の性能評価に関するモ
ニタリングデータの整理・分析
業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 26,939,000 令和4年7月22日

本業務は、新形式橋梁のモニタリング結果を踏まえて、温度差荷
重について逆算するとともに、３次元有限要素モデルを用いて、活
荷重等のその他の荷重と温度差荷重の組合せによる橋梁各部位
の応力状態を把握し、設計に用いる荷重組合せの検討に必要な基
礎資料を作成するものである。

令和５年４月公表予定
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

920
総合土砂管理の課題整理のた
めの一次元河床変動計算業務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（企画競争） 12,804,000 令和4年7月22日 令和4年12月15日

本業務は、河道領域における土砂に関する課題整理を行うことを
目的とし、一次元河床変動計算により最深河床高が弱点層に到達
するまでの期間を推定する。あわせて、気候変動に伴う流量増大
及び海面上昇を考慮した場合における最下流セグメントでの土砂移
動変化を一次元河床変動計算により算定する。

令和5年4月公表予定
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

921
グリーンインフラとしてみどりが
有する機能評価手法の検証に
関する調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 11,561,000 令和4年7月22日 令和4年10月11日

自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国
土づくりや地域づくりを進めるものとして注目されているグリーンイン
フラが有する機能の評価について、グリーンインフラが有する機能
評価シートの作成及び総合評価手法の設定、事例を用いた評価手
法の検証、及び有識者への意見聴取を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

922
道路緑化の機能評価とニーズ
把握に関する調査業務

（株）建設環境研究所 4013301013608 随意契約（企画競争） 8,492,000 令和4年7月22日

道路緑化の現況評価として国総研が貸与する評価票を用いた現
地試行を行った上で改良を加えるものである。また、街路樹に対す
る周辺住民等のニーズ把握が的確かつ効率的に実施できる方法
を整理する。

令和5年2月公表予定

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

923
地域生態系に配慮したのり面
緑化に関する調査業務

（一財）日本緑化センター 1010405001186 随意契約（企画競争） 7,975,000 令和4年7月22日

のり面緑化における獣害対策の事例調査を行うとともに、国総研が
貸与する資料を用いて国総研資料「地域生態系の保全に配慮した
のり面緑化工の手引き」を補完するための技術資料を作成するもの
である。

令和5年2月公表予定

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

924
BIM/CIM 活用業務における３
次元モデル作成方法に関する
調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 37,268,000 令和4年7月25日 令和5年1月30日
本業務は、3次元モデル成果物の活用方法及び作成方法に関す
る調査、並びに3次元モデルに時間情報を付与する方法の整理を
行うものである。

令和5年４月公表予定

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

925
一級水系における河川水温
データ整理及び統計的解析手
法試算業務

一級水系における河川水温データ整理及び統
計的解析手法試算業務みずほリサーチ＆テク

ノロジーズ
－ 随意契約（企画競争） 18,997,000 令和4年7月26日 令和4年11月22日

 本業務は、機械学習の一つであるランダムフォレストを用いて河川
水温の試算等を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

926
自動運転・ＩＴＳに関する国際動
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） 9,955,000 令和4年7月26日

国総研では、米国や欧州諸国と定期的に国際会議を行い、自動運
転、ITSに関する施策や研究開発などについて情報発信・収集を
行っている。
本業務は、上記会議で入手する情報収集・整理や、国内の施策・
研究開発に係る説明資料案の作成などを行うものである。

令和5年4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

927
地震動の入力方向に関する検
討業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406 随意契約（少額随契） 880,000 令和4年7月27日

本件は、総合技術開発プロジェクト「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と強靭化に資する技術開発」の円滑な
実施に資するため、地盤との相互作用を考慮した立体解析モデル
の地震応答解析について、地震動の入力方向に関する検討に資
する解析を行うものである。

既存杭を活用した建築物モデルを対
象に、地震動の入力を長辺方向（X
方向）とした時刻歴応答解析を行
い、既存杭の杭体性能と基礎梁断
面の影響を検討した。

国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

928
令和4年度下水道革新的技術
の評価のための情報収集・整
理業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 一般競争入札 29,700,000 令和4年7月28日
令和4年度に実施する下水道革新的技術の評価のための情報収
集及び有識者等からの意見聴取

令和5年3月公表予定
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

929

公共賃貸住宅における維持管
理BIMモデルの効率的かつ効
果的な活用方策に関する調
査・整理業務

（株）市浦ハウジング＆プランニング 4010001000696 随意契約（企画競争） 38,720,000 令和4年8月1日 令和4年12月21日

公共賃貸住宅を主な対象として、日常の管理点検、計画修繕等の
維持管理の効率化に資するＢＩＭモデルを導入し、データを効率的
かつ効果的に蓄積・活用するための方策について、地方公共団体
等の実情や有識者の意見等を踏まえつつ調査・整理を行うもの。

令和5年3月公表予定

国土技術政策総合研究所住宅
研究部住宅ストック高度化研究
室
tel : 029-864-3943

930
土木工事における労働生産
性・安全性の向上に関するデー
タ取得及び分析業務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911 随意契約（企画競争） 19,690,000 令和4年8月1日 令和5年1月27日
定置式水平ジブクレーンを使用するコンクリート躯体工事等を対象
として、建設現場での各作業における施工状況等に関するデータを
取得・整理するとともに、省人化・省力化施工方法の検討を行う

令和５年４月公表予定

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

931
郊外住宅団地における生活支
援機能の導入に関する調査業
務

ランドブレイン（株） 9010001031943 随意契約（企画競争） 9,196,000 令和4年8月1日

団地の持続可能性を保持するために必要な生活支援機能につい
て、生活支援機能の導入計画作成に関する調査、生活支援機能
導入時の土地利用規制等への対応に関する調査、生活支援機能
の複合化により期待される効果に関する調査等を行う。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市開発研究室
tel:029-864-3947

932
下水処理場に生ごみを受入れ
る際の評価方法等に関する調
査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 7,920,000 令和4年8月1日 下水処理とごみ処理の連携に関する情報の収集・整理 令和5年2月公表予定
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

933

鉄筋コンクリート造マンションの
劣化調査に適用可能なデジタ
ル技術および履歴情報の活用
方法に関する調査業務

（株）市浦ハウジング＆プランニング 4010001000696 随意契約（企画競争） 2,970,000 令和4年8月1日

脱炭素社会に向けて既存住宅の流通促進が求められており、国土
交通省では、既存住宅の購入に係る消費者の安心感を高め、既存
住宅の流通を活性化させるために、既存住宅状況調査等の現場
検査の普及促進と、各種調査方法の効率化を目指している。
このため、国土技術政策総合研究所では、開発の進むデジタル新
技術の適正な導入の促進により既存住宅状況調査の効率化及び
精度向上を図るための技術評価基準の開発を行っている。
本業務は、鉄筋コンクリート造マンションを対象として、既存住宅状
況調査に適用可能なデジタル技術および履歴情報の活用方法に
関する技術情報の収集・整理を行うものである。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278
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934
コンクリートのひび割れ検出のた
めのスマートフォン用ウェブアプ
リケーションの開発業務

㈱想画 9030001016851 随意契約（少額随契） 968,000 令和4年8月5日
本業務は、スマートフォンのカメラでコンクリート建築物のひび割れを
撮影し、画像内のひび割れを抽出してひび割れ幅表示するための
ウェブアプリケーションの開発を行うものである。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278

935
PHC杭を対象とした静的荷重増
分解析業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406 随意契約（少額随契） 935,000 令和4年8月5日

本件は、総合技術開発プロジェクト「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と強靭化に資する技術開発」の円滑な
実施に資するため、PHC杭を対象とした解析を行うための準備検討
として、PHC杭の静的荷重増分解析を行うものである。

地盤との相互作用を考慮した立体フ
レームモデルによる地震応答解析に
おいて、PHC杭を対象として水平力に
対する静的荷重増分解析を行った。

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 : 029-864-4278

936
ダム事業におけるリスクの認識・
対処事例に関する技術資料の
試行調査業務

ダム事業におけるリスクの認識・対処事例に関
する技術資料の試行調査業務ダム技術セン

ター・建設技術研究所
－ 随意契約（企画競争） 15,994,000 令和4年8月8日

「ダム事業におけるリスクの認識・対処事例に関する技術資料」を用
いて、ダム事業の各段階で認識すべき各種リスクに対するチェック
作業の試行調査を実施するとともに、試行調査結果を踏まえ、実
際のダム事業における実用性を高めるために技術資料の修正案を
作成するものである。

令和5年3月公表予定

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

937
都市におけるパブリックスペー
スの有機的連携に関する調査
業務

都市におけるパブリックスペースの有機的連携
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・日本工営設計共同体
－ 随意契約（企画競争） 11,935,000 令和4年8月8日

今後の都市政策に対応した都市内のパブリックスペースのあり方や
それらの有機的連携方策について検討するため、パブリックスペー
スの機能及び有機的連携効果に関する整理、パブリックスペースの
有機的連携効果に関する評価方法の基本構成の整理、ならびに
評価方法の本格運用に向けた留意点・課題及び方向性の整理等
を行う。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市施設研究室
tel:029-864-3947

938
土砂・洪水氾濫の被害想定に
おける２次元計算手法検討業
務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 4,972,000 令和4年8月8日

本業務は、１次元河床変動計算結果を２次元河床変動計算に引
き継ぐ際の条件の設定方法に関する分析を行うため、既存の土砂・
洪水氾濫の検討対象区間において、引き継ぎ条件の違いによる土
砂・洪水氾濫範囲の感度分析を行うものである。

１次元河床変動計算結果を２次元
河床変動計算に引き継ぐ際の条件
設定に関する留意事項をとりまとめ

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

939
地域に応じた住宅の窓仕様に
関するアンケート調査業務

株式会社生活環境工房あくと 4040001041960 随意契約（企画競争） 5,339,400 令和4年8月8日 令和5年1月19日

国土技術政策総合研究所では、研究開発課題「社会環境の変化
に対応した住宅・建築物の性能評価技術の開発」において、脱炭
素社会の実現、新型コロナウイルス感染症の拡大等を契機とした
在宅勤務の進展など、近年の社会環境の変化に対応した住宅の
性能評価技術の開発を行っている。技術開発の対象とする項目の
１つに、窓からの採光によって得られる光・視環境に関する項目が
あり、国内の様々な地域における日照の状況等を踏まえた、採光に
ともなう光・視環境性能の評価技術の開発を行っている。
本業務は、この研究における評価の枠組みを検討するうえで必要と
なる、住宅の窓に求められる事項、および窓の形状や大きさなどの
仕様に関して、アンケート調査を行うことにより情報を収集し整理を
行うものである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部設備基準研究室
tel : 029-864-4278

940
ダム施設管理データ統合運用
システム構築等業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 21,978,000 令和4年8月10日 令和4年12月9日

ダムを対象に施設管理の効率化や災害時の危機管理で活用する
複数のデータベースやシステムについて、利用対象組織の拡大と、
活用性の向上及び保守・運用管理の合理化を図るためのダム施
設管理データ統合運用システムの構築に向けた設計を行うととも
に、システムの試作版の作成と動作確認、ダム・堰管理データベー
スのデータ更新等を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

941
既設構造物の3次元モデル作
成技術に関する調査業務

（株）日本インシーク 7120001040927 随意契約（企画競争） 19,943,000 令和4年8月10日

本業務は、2次元CADデータから3次元モデルを自動作成するプロ
グラムと3次元点群データから3次元モデルを作成する技術の試行
を行い、3次元モデルの作成時の精度や課題等をとりまとめるもの
である。

令和5年４月公表予定

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

942
ITSの国際標準化状況調査お
よび国際標準規格案作成支援
業務

（一財）道路新産業開発機構 3010005003267 随意契約（企画競争） 17,985,000 令和4年8月10日

国総研は、ITSに関する国際標準化機構・専門委員会204、専門
委員会22及び専門委員会268における検討状況を調査し、国土
交通省道路局の所掌事項に関する国際標準規格案の作成を行っ
ている。
本業務は、ITS関連の国際標準化状況の調査、国際標準規格案の
作成支援、インフラステアリング委員会などの会議資料の作成及び
運営支援を行うものである。

令和5年4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

943
UAV を用いた土砂災害後の効
率的な堆積分布調査手法検
討業務

UAVを用いた土砂災害後の効率的な堆積分
布調査手法検討業務オリエンタルコンサルタン

ツ・エイテック
－ 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年8月10日

本業務は、発災後に経時的に人為的に改変されることが多い堆積
深について、UAVを活用して一定程度の信頼性を保ちつつ、発災
直後に出来るだけ近い状態で安全かつ効率的に調査する手法を
検討するものである。

令和5年3月公表予定
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

944
道路整備ストックの経済効果分
析に関する調査業務

復建調査設計（株） 4240001010433 随意契約（企画競争） 5,489,000 令和4年8月10日
　道路整備による生産効果の分析手法の把握整理、全国マクロ計
量経済モデルの改善方向性検討、及び海外の交通分析に関する
指針の動向（更新内容）整理を行う。

令和5年3月予定

国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究セン
ター建設経済研究室
tel : 029-864-7460

945
浴槽レス浴室のバリアフリーに
係る被験者実験の補助及び
データ整理業務

株式会社生活環境工房あくと 4040001041960 随意契約（企画競争） 4,928,000 令和4年8月10日

浴槽レス浴室のバリアフリーに係る技術基準に関する基礎データ等
を整備するため、計画準備、実大試験体を用いた利用安全性・容
易性等の被験者実験の補助、被験者実験データの整理、学識経
験者への意見聴取及び報告書作成を行うものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅
研究部住宅生産研究室
tel:029-864-3943

946
事務庁舎を対象とした省エネ改
修効果に関する調査業務

備前グリーンエネルギー株式会社 3260001021891 随意契約（企画競争） 4,609,000 令和4年8月10日

実在する事務庁舎ビルを対象として試行的に省エネ改修計画を立
案することを通して、既往改修事例の調査では把握することが難し
い、現況調査や改修設計、費用対効果算出の具体的な方法や留
意点等について把握する。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅

 研究部建築環境研究室
tel : 029-864-4214

947
道路橋の地震被害検知技術の
実用性に関する分析

㈱オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（少額随契） 990,000 令和4年8月10日
地震外力によって損傷を受けた道路橋の健全性を検知するセンサ
計測技術に関して、迅速性などの項目ごとに評価するものである。

４つの道路橋地震被害検知技術を
迅速性、精度、費用、作業性、耐久
性の観点から分析し、技術毎に評価
を行い、その結果をとりまとめた。

国土技術政策総合研究所道路
構造物研究部
tel:029-864-7473

948
流出パラメータ切替手法による
河川水位予測の試算及び河川
水位予測システムの改良業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 34,991,000 令和4年8月18日
本業務は、流出パラメータの切替え手法を用いた流出計算手法の
試算、河川水位予測シミュレーション及びシステムの改良を行うも
のである。

令和5年3月公表予定
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

949
河道基盤情報化システム機能
改良業務

河道基盤情報化システム機能改良業務日本
工営・国際航業設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年8月18日
本業務は、河道基盤情報化システムの動作を遅延させている要因
の特定を行い、動作遅延の改善のためのシステム改良を実施し、
新規データの登録を実施するものである。

令和5年4月公表予定
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

950
機械学習を活用した土石流発
生時の振動データ整理分析業
務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年8月18日
本業務は、機械学習により土石流の発生・非発生を検知する技術
の構築のため，実際に観測された振動データの分析を行うものであ
る。

令和５年１月公表予定
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

951
複数のSAR衛星を統合活用し
た土砂災害調査手法検討業務

国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 7,964,000 令和4年8月18日
本業務は、これまで研究を進めてきたALOS-2搭載のSARに加え
て、複数のSAR衛星を活用することによる防災対応能力の向上の
可能性を検討するものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所土砂
災害研究部土砂災害研究室
tel:029-864-2213
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952
都市における歴史的景観特性
の把握手法に関する調査等業
務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（企画競争） 9,614,000 令和4年8月18日 令和4年11月2日

日本の都市における歴史的景観特性を把握するための空間要素
の整理、都市の歴史的景観特性の評価手法素案の作成と課題の
とりまとめ、有識者への聞き取り調査を行う。また、国土技術政策総
合研究所の「歴まち」情報サイトの定期情報更新とウェブサイトの一
部改修を行うものである。

令和5年2月公表予定

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

953
モデル物流倉庫建築物の防火
仕様検討を通じた性能指標評
価手続きの検討補助業務

アイエヌジー（株） 5010001080226 随意契約（少額随契） 940,500 令和4年8月22日
本件は、モデル物流倉庫建築物の防火仕様検討を通じて、国土
技術政策総合研究所が開発を進めている防火性能指標評価プロ
グラムの評価手続きの検討を補助するものである。

事項立て研究課題「非住宅建築物
の防火性能の高度化に資する新しい
性能指標および評価プログラムの開
発」では，建築物の新しい防火性能
評価手法の開発を目指している．本
業務では，新たに開発された防火性
能評価手法を物流倉庫建築物に適
用した結果に基づき，同評価手法の
有効性と課題がまとめられている．

国土技術政策総合研究所建築
研究部防火基準研究室
tel : 029-864-4278

954

洪水危険度情報プラットフォー
ムシステムの事前放流を踏ま
えた洪水危険度情報等の表示
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） 19,976,000 令和4年8月26日
本業務は、事前放流を踏まえた洪水危険度の表示機能の設計、
基準水位超過確率の時系列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うものである。

令和5年3月公表予定
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

955
無人航空機を活用した被災情
報の集約・共有システム検討
業務

アジア航測（株） 6011101000700 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年8月26日

本業務は、無人航空機で取得される映像を撮影位置等の情報とと
もに集約・共有できるシステムの試作を行うものである。また、無人
航空機の自動航行により得られる災害発生前後の二時期の画像
を解析し、道路被災箇所の抽出を行うことを想定して、既存の解析
技術の活用可能性や活用に向けた課題の整理を行う。

令和5年4月公表予定

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

956
監督・検査等の効率化に向け
た検査技術の基準化等に関す
る調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 14,960,000 令和4年8月26日

鉄筋コンクリート構造物の配筋段階確認における出来形計測を画
像処理により行う新技術について、試行工事の結果を整理するとと
もに、計測対象項目の拡大に向けた課題整理等を行う。また、生コ
ンのスランプ計測を画像処理により行う新技術について、当該技術
を使用した品質管理方法について検討するための調査を行う。

令和５年３月公表予定

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

957
準三次元地すべり運動解析プ
ログラムのがけ崩れへの適用検
討業務

（一財）砂防フロンティア整備推進機構 3010005018579 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年8月26日
本業務は、過年度に開発した準三次元地すべり運動解析プログラ
ムのがけ崩れへの適用の可能性について検討するものである。

令和5年3月公表予定
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

958
令和４年度土砂災害データ
ベース機能改良及び保守管理
業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（企画競争） 9,845,000 令和4年8月26日

本業務は、土砂災害データベースの利便性の向上と安定的な運
用を目的に、クラウド環境にある土砂災害データベースの機能を改
良するとともに安定的なシステム運用にかかる保守管理を実施す
るものである。

令和5年3月公表予定
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

959
施工管理データ分析用サーバ
改修

株式会社東機システムサービス 3010401019131 随意契約（少額随契） 495,000 令和4年8月29日
本業務は、国土技術政策総合研究所の保有する施工管理データ
分析用サーバのOSの変更を行うものである。

施工管理データ分析用サーバのOS
の変更を行った。

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

960
道の駅赤来高原周辺における
路面画像撮影調査業務

グリーン・コンサルタント㈱ 9010701013844 随意契約（少額随契） 990,000 令和4年8月31日
本業務は、自動運転車の運行を補助する施設の設置による舗装
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画
像撮影調査を実施し、その結果をとりまとめるものである。

令和5年4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

961
超過外力生起時の氾濫計算業
務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（企画競争） 39,985,000 令和4年9月1日

流域治水に資する河川整備計画の策定に向けて、想定される被
害発生状況を見える化するための基礎資料を作成するものであ
る。そのため、施設能力を超過する洪水に対して、生じる可能性が
高い破堤シナリオを設定した上で、氾濫計算を実施し、被害額など
を試算する。

令和5年3月公表予定
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

962
気候変動に伴う外力作用の増
大を想定したダム施設の計画・
設計に関する調査検討業務

気候変動に伴う外力作用の増大を想定したダ
ム施設の計画・設計に関する調査検討業務ダ

ム技術センター
－ 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年9月1日

国内外における気候変動に伴う外力変化の影響予測とダム施設に
関する対応事例を整理するとともに、国内ダムにおける将来的な外
力変化への対応策の整理を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

963
生活道路の交通安全の対策効
果・課題の見える化等に関する
調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 19,910,000 令和4年9月1日

本業務は、道路管理者の交通安全対策の更なる支援を行い、生
活道路の交通安全対策の普及を図ることを目的とし、物理的デバ
イスの効果の見える化に向けた整理、生活道路の交通安全に関す
る課題の見える化に向けた整理、物理的デバイスの劣化に影響を
与える要因の整理、対策事例の収集および整理等を行うものであ
る。

令和5年3月公表予定

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

964
河川又はダムを活かした公園
緑地に関する事例調査業務

中央復建コンサルタンツ（株） 3120001056860 随意契約（企画競争） 6,622,000 令和4年9月1日

今後に向けて、より効果的、多面的に機能を発揮するための河川
又はダムと公園緑地の一体的整備のあり方を検討することを目的と
し、河川又はダムを活かした公園緑地の事例リストの作成、各事例
の情報収集、有識者への意見聴取を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

965
ICT活用工事の基準類改善及
び適用技術拡大に関する整理
業務

（一社）日本建設機械施工協会 6010405010463 随意契約（企画競争） 22,770,000 令和4年9月2日

本業務は、ICTを活用した出来形等施工管理に関する基準類策
定・改正のための整理、ICT活用工事の出来形管理要領の改善に
関する整理、ICT活用工事に関する基準類の修正項目の整理等を
行うものである。

令和5年2月公表予定

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

966
河川堤防の耐浸透性能に関す
る評価試行業務

中央開発（株） 5011101012993 随意契約（企画競争） 15,983,000 令和4年9月2日
被災履歴のある河川堤防を対象として、河川堤防の更新を考慮す
るとともに、基礎地盤土質の不確実性を考慮した浸透流解析を実
施し、河川堤防の耐浸透性能を評価する。

令和5年3月公表予定
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

967
土壌雨量指数再現浸透モデル
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） 9,988,000 令和4年9月2日
本業務は、雨量指標の検討に関する基礎資料とするため、土壌雨
量指数の貯留量の時間変動特性を再現できる浸透モデルを検討
するものである。

令和5年3月公表予定
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

968
ETC2.0プローブ情報による冬
期交通障害の検知と予兆把握
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） 9,988,000 令和4年9月2日
本業務は、ETC2.0プローブ情報等による冬期交通障害の検知と予
兆把握に関する調査及び冬期交通障害の軽減対策の効果把握に
関する調査を実施するものである。

令和5年3月公表予定

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

969
杭と基礎梁の耐力に関する影
響検討業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406 随意契約（少額随契） 968,000 令和4年9月7日

本件は、総合技術開発プロジェクト「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と強靭化に資する技術開発」の円滑な
実施に資するため、令和３年度業務において作成した立体解析モ
デルを設定変更したモデルを用いて、地盤との相互作用を考慮し
た地震応答解析を行い、杭と基礎梁の耐力の違いに関する影響を
把握するものである。

既存杭を活用した建築物モデルを対
象に、杭と基礎梁の耐力を低減した
解析を行い、既存杭の杭体性能と基
礎梁断面の影響について検討した。

国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

970
長期的な土砂流出に対する砂
防施設効果分析業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 12,485,000 令和4年9月8日 令和5年1月26日

本業務は、砂防施設の長期的な土砂流出を低減する効果を分
析・評価することを目的として、長期間の河床変動の再現計算を実
施した上で、砂防施設の有無による将来の長期的な河床変動の違
いを分析するものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所土砂

 災害研究部砂防研究室
tel:029-864-4372
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971
地震動特性を考慮した斜面崩
壊発生・非発生の統計分析業
務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 12,133,000 令和4年9月8日 令和5年1月26日

本業務は、地震動特性が斜面崩壊の発生・非発生に及ぼす影響
を分析することを目的として、Ⅰ種地盤に設置された強震観測点を
対象として、観測点周辺の地形・地質の違いも考慮した上で、地震
動特性と崩壊発生状況との関係について分析するものである。

令和5年3月公表予定
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

972
自動車走行時の二酸化炭素排
出量の推計手法に関する調査
業務

社会システム（株） 1013201015327 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年9月12日
自動車走行時の二酸化炭素排出量の推計手法開発を目的とし
て、「幹線道路を走行する自動車の車種構成割合等の算定方法
の整理」、「個々の車両の燃費特性の入手方法の整理」を行う。

令和5年２月公表予定

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

973
特殊条件における山岳トンネル
の支保構造等の設計に関する
実態整理業務

サンコーコンサルタント（株） 9010601018051 一般競争入札 9,900,000 令和4年9月12日
本業務は、道路トンネルの山岳トンネル（ＮＡＴＭ）工法において、特
殊条件の支保構造・覆工の設計で考慮すべき作用の組合せや条
件等について整理を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

974 堤防越水実験業務（その２） （株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 64,900,000 令和4年9月13日

実物大の堤防模型を3種類製作し、それぞれの堤防の壊れ方を確
認する越水実験を行う。また、小規模の堤防模型に、天端保護
工、法方保護工、法面保護工、基礎工の模型を設置し、どの程度
の越流水深で飛散するかの確認を行う越水実験を行うものである。
あわせて、堤体材料の土質試験を実施し、粘り強い河川堤防を検
討する上での基礎データを取得するものである。

令和5年3月公表予定
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

975
河川水位予測のVR表示プロトタ
イプシステム機能追加業務

（一財）河川情報センター 3010005000132 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年9月13日
本業務は、Virtual Reality(VR)技術を活用した河川水位予測情報
３次元表示システムへの機能の追加を行うとともに、同システムの
標準仕様案を作成するものである。

令和5年3月公表予定
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

976
道の駅赤来高原周辺における
舗装構造評価装置（FWD）調
査業務

グリーン・コンサルタント㈱ 9010701013844 随意契約（少額随契） 998,800 令和4年9月14日

本業務は、自動運転車の運行を補助する施設の設置による舗装
への影響を把握するため、道の駅赤来高原周辺において舗装構
造評価装置（FWD）調査を実施し、その結果をとりまとめるものであ
る。

令和5年4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

977
防災まちづくりのための減災対
策の効果評価手法調査業務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（企画競争） 19,976,000 令和4年9月16日

現況のハザード特性や各種減災対策の効果等の評価手法の検討
や、減災対策の設計手法の検討に繋げるための数値解析を行う。
さらに、現況ハザード特性等の示し方の各種手法の特徴等を整理
する。また、流域治水を先駆的に進める地域に対するヒアリングで
得られる課題等を踏まえ、対策案等の整理の補助をする。加えて、
「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」の改訂に向
けて、水災害リスクを踏まえた防災町作りに関するデータ収集を行
う。

令和５年３月公表予定
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

978
下水処理場における消費電力
量試算ツール作成業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 8,976,000 令和4年9月16日
下水処理場における全体の電力消費量と創エネ技術による電力
創出量を試算するツールを作成するとともに、他処理場からの汚泥
の受入を考慮した電力収支の考え方の整理を行う

令和5年3月公表予定
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

979
まち空間と融合した河川空間
利用の実現プロセスに関する調
査業務

（株）プランニングネットワーク 6011501004185 随意契約（企画競争） 6,600,000 令和4年9月16日

河川空間とまち空間の融合した空間の実現過程を整理することを
目的とし、水辺における人の利用と周辺のまち空間の組み合わせに
着目して、国内および海外における事例の収集と類型化を行うもの
である。

令和5年3月公表予定

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

980
横葺き工法による金属屋根の
耐風圧性試験等業務

（一財）建材試験センター 1010005018597 一般競争入札 3,234,000 令和4年9月20日

本業務は、事項立て研究課題「既存建築物における屋根ふき材の
耐風診断・補強技術評価に関する研究（令和３～５年度）」におい
て、試験方法ごとの試験結果のばらつき評価に資するデータの収
集を目的として、一般的な横葺き工法による金属屋根試験体を製
作し、当該試験体を対象に耐風圧性試験及び引張り載荷試験を
行うものである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

981
道の駅赤来高原周辺における
路面横断形状調査業務

グリーン・コンサルタント㈱ 9010701013844 随意契約（少額随契） 990,000 令和4年9月26日
本業務は、自動運転車の運行を補助する施設の設置による舗装
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
断形状調査を実施し、その結果をとりまとめるものである。

令和5年4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

982
混合粒径土砂を用いた移動床
実験業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年9月26日

本業務は、国土技術政策総合研究所河川水理実験施設内の急
勾配模型水路を一部改造し、混合粒径土砂を供給した実験を行
い、堰堤上流や狭窄部での河床高と粒度分布の変化を把握するも
のである。

令和5年4月公表予定
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

983
3次元点群データを用いた洪水
流解析業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 19,987,000 令和4年9月26日

本業務は、河道の機能を最大限活用した河道計画の立案に必要
となる平面二次元流計算手法の計算条件等の設定に必要となる
知見を得るため、平面二次元流計算を実施し、計算格子の違いに
よる計算結果の比較を行うものである。

令和5年4月公表予定
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

984
AIを用いたダム安全管理用判
断支援ツールの運用に向けた
改良等業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年9月26日

国土技術政策総合研究所で試作を行ったAIを用いたダム安全管
理用判断支援ツールについて、実際のダム管理者による試験運用
に関する調査及びダム管理における用途に応じた試行を行った
後、ツールの改良、マニュアル（案）とサンプルデータの作成を行う
ものである。

令和5年3月公表予定

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

985
混合粒径土石流の堆積速度特
性に関する実験業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年9月26日

本業務は，水路模型を用いて混合粒径の土石流・土砂流を発生さ
せ，勾配変化点での堆積速度に与える要因とその影響を検証し，
堆積速度式の修正のための基礎データを取得するため，実験およ
びデータ整理を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

986
都市公園における新技術導入
に関する検討業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 8,910,000 令和4年9月26日

都市公園において有用性が高いと考えられる新技術の抽出及び整
理、新技術導入手法に関する調査、及び都市公園においてパーク
マネジメントに係る新技術を導入検討する際に公園管理者が活用
可能な具体事例に基づいたポイントや留意点等を整理した基礎資
料を作成するものである。

令和5年2月公表予定

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

987
気候変動の影響を考慮した海
浜変形予測の不確実性に関す
る調査業務

（株）エコー 1011201000712 随意契約（企画競争） 17,787,000 令和4年9月27日
本業務は，気候変動の影響を考慮した波浪予測結果の補正，海
浜変形計算の過程で生じる不確実性の評価，将来外力の設定に
起因する不確実性の評価を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

988
自動運転サービスの円滑な導
入に向けた技術検証業務

自動運転ｻｰﾋﾞｽの円滑な導入に向けた技術検
証業務道路新産業開発機構・ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙ

ﾀﾝﾂ
－ 随意契約（企画競争） 12,023,000 令和4年9月27日 令和4年12月19日

国総研では、中山間地域における一般道路での自動運転サービス
の円滑な導入を目指し、路車間通信を用いた自動運転車への対
向車の接近情報提供の検討を行っている。
本業務は「自動運転車への対向車の接近情報提供に関する技術
検証」、「検討会資料の作成支援」などを行うものである。

令和5年4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



【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
（当初）

契約締結日
（変更）

調査概要 成果物 部局等名 備考

令和4年度 委託調査費に関する契約状況

989
住宅性能表示制度創設時の検
討状況等に関する調査業務

（株）市浦ハウジング＆プランニング 4010001000696 随意契約（企画競争） 3,410,000 令和4年9月27日

国土技術政策総合研究所では、研究開発課題「社会環境の変化
に対応した住宅・建築物の性能評価技術の開発」において、脱炭
素社会の実現、新型コロナウイルス感染症の拡大等を契機とした
在宅勤務の進展など、近年の社会環境の変化に対応した住宅の
性能評価技術の開発を行っている。技術開発の対象とする項目の
１つに、社会環境の変化に対応した住宅性能表示事項の体系的
整理に関する項目があり、消費者・事業者のニーズと技術の普及
状況を踏まえて住宅性能表示事項を体系的に整理し、各種技術
基準の見直しのための技術資料等をとりまとめることとしている。
本業務は、この研究において必要となる、住宅性能表示制度創設
時の住宅に対する社会的要請や住宅の性能評価に係る技術的課
題と、制度創設以降の社会的要請の変化及び表示項目・評価方
法に係る技術の進展状況等ついて、制度創設時の文献調査及び
制度創設に関わった有識者、実務担当者等へのヒアリング等によ
り、情報を収集・整理するものである。

令和5年2月公表予定
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 : 029-864-4278

990
高頻度浸水及び小規模河川氾
濫の解析手法調査業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696 随意契約（企画競争） 53,999,000 令和4年9月29日

水害リスクマップ等の作成手法の標準化に繋げるため、数値解析の
モデル化や解析条件に関する感度分析を行う。また、中小河川に
関する「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」を充実させるた
め、流下型氾濫形態以外の区間が混在する場合等の解析手法等
の標準化に繋げるための感度分析を行う。また、水害リスクマップや
小規模河川の氾濫推定図等に関する河川管理者へのヒアリングで
得られる課題等を踏まえ、技術的対応案等の整理の補助をする。

令和５年３月公表予定
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

991
海岸堤防前面の地形変化に関
する計算業務

海岸堤防前面の地形変化に関する計算業務
土木研究センター・日本工営設計共同体

－ 随意契約（企画競争） 12,100,000 令和4年9月29日
本業務は，堤防の安定性等に影響する，波浪による海岸堤防前面
での地形変化（洗掘）を算出するための計算等を行うものである．

令和５年３月公表予定
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

992
紙オムツ受入による下水処理
施設影響検討業務

（公財）日本下水道新技術機構 4011105003503 随意契約（企画競争） 9,515,000 令和4年9月29日 紙オムツ受入による下水処理施設影響検討 令和5年3月公表予定
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

993
夾雑物の多い下水試料を用い
たウイルス測定に関する調査業
務

中外テクノス（株） 5240001006942 一般競争入札 4,367,000 令和4年9月29日
　本業務は、この研究に必要な指標生物の測定精度を向上するた
め、夾雑物の多い下水試料のウイルス測定の検討を行うものであ
る。

令和5年3月公表予定
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

994
 点群データの保管・管理等に関
するシステムの改良等業務

点群データの保管・管理等に関するシステム
の改良等業務日本デジタル道路地図協会・パ

スコ設計共同体
- 随意契約（企画競争） 75,911,000 令和4年10月3日 令和5年1月27日

本業務は、データ保管・管理・処理システムの改良、データ保管・
管理・処理システムへの登録作業を簡素化するための機能改良検
討、データ配信を行うシステムに関する検討、データ提供システム
の改良及び評価、点群等データを工事等で取得する際の要件整
理及び点群等データの納品仕様改定案作成を行うものである。

令和5年4月公表予定

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

995
短期・中期土砂流出対策のた
めの分布型流出解析業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年10月3日
本業務は，分布型水・土砂流出計算プログラムを用いて，実現象
の実態解明，短期・中期土砂流出対策の施設配置検討フローの構
築のために数値計算を実施するものである。

令和5年2月公表予定
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

996
自動運転補助施設に関する国
際標準化資料作成等業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403 随意契約（企画競争） 8,965,000 令和4年10月3日 令和5年1月26日

本業務は、ITSの中でも自動運転補助施設に関する国内の知見を
ITS地図データベース技術の国際標準規格へ反映するための支援
を行うことを目的に、自動運転補助施設に関する国際標準化支援
対応の整理を行うものである。

令和5年7月公表予定

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

997
新型コロナ感染症発生を踏まえ
た公園等の対応に関する調査
業務

（一財）公園財団 3010005018736 随意契約（企画競争） 8,800,000 令和4年10月3日

本業務は、新型コロナウイルス感染症発生後の公園利用に関する
文献調査、感染防止対策とニュー・ノーマルに対応した今後の都市
公園の利活用の整理、及び都市公園における感染防止対策や
ニュー・ノーマルに対応した利活用及び計画・設計等のポイントや留
意点等を整理した基礎資料を作成するものである。

令和5年2月公表予定

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

998
植生の３Ｄ都市モデル整備のた
めの植生点群抽出手法に関す
る調査業務

アジア航測（株） 6011101000700 随意契約（企画競争） 3,993,000 令和4年10月3日

国土交通省が整備を進めている３D都市モデルPLATEAUにおい
て、点群データを利用して植生モデルを効率的に作成していくため
の基礎資料を得るために、植生点群の抽出手法に関する検討を行
う。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市開発研究室
tel:029-864-3947

999
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

株式会社ＱＬＥＡ 5240001016280 随意契約（少額随契） 996,600 令和4年10月3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の試行運用に関する調査業務」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。

令和5年3月公表予定

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

1000
排水ポンプ設備保護装置設計
手法検証業務

（株）東京建設コンサルタント 6013301007970 随意契約（企画競争） 9,460,000 令和4年10月6日
本業務は、排水ポンプ設備保護装置の設計手法の確立を目的とし
て、実際のポンプ設備における保護装置を概略設計するとともに、
概略設計について検証を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1001
大腸菌測定における精度管理
等に関する調査業務

中外テクノス（株） 5240001006942 随意契約（企画競争） 9,020,000 令和4年10月6日
　本業務は、この研究に必要な指標生物の測定精度を向上するた
め、夾雑物の多い下水試料の大腸菌測定の検討を行うものであ
る。

令和5年3月公表予定
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

1002
 エレベーターの被災後における
継続使用性に係る調査業務

（株）ジエス 6010001019553 随意契約（企画競争） 4,840,000 令和4年10月6日
各種災害とライフラインの途絶状況等に関する情報を収集・分析
し、「エレベーターにおける被災後の機能継続性に関する研究」を
実施する上で必要となる情報を抽出する。

令和5年３月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅

 研究部建築環境研究室
tel : 029-864-4214

1003
 令和４年度　道路リスクアセスメ
ントの活用に向けたケーススタ
ディ業務

令和４年度　道路リスクアセスメントの活用に向
けたケーススタディ業務長大・計量計画研究

所設計共同体
- 随意契約（企画競争） 39,985,000 令和4年10月11日

本業務は、道路のリスク評価手法の検討を行うための基礎資料とし
て既往の道路被災事例のデータを整理・分析するとともに、リスク評
価結果の活用に向けたケーススタディや海外事例の調査等を行う
ものである。

令和5年4月公表予定

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

1004
挙動観測記録に基づく橋の振
動特性の算出に関する調査業
務

（株）ニュージェック 2120001086883 随意契約（企画競争） 16,940,000 令和4年10月11日
本業務は、観測された橋全体系の挙動記録を用いて、複数の橋を
対象に固有周期および減衰特性を算出し、整理するものである。

令和5年4月公表予定

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

1005
災害による道路面変状の検知
技術に関する調査業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（企画競争） 8,965,000 令和4年10月11日
本業務は、道路面の変状検知技術等の整理を行った上で、道路
面の変状を検知するシステムを試作し、動作試験を行うものであ
る。

令和5年4月公表予定

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

1006
6階建てツーバイフォー実大実
験棟における重量床衝撃音の
空間分布測定業務

(株)ﾍﾞﾈｯｸ振動音響研究所 1011701014229 一般競争入札 2,841,300 令和4年10月12日

本業務は官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）「バイオ技術
領域」による施策名「木材需要拡大に資する大型建築物普及のた
めの技術開発」のうち、「PRISMバイオ 事業③ 木造建築物の音環
境からみた快適性向上技術の開発」において、重量床衝撃音の空
間分布をそれぞれの床断面仕様において測定し、床仕上げ材の仕
様変化が床衝撃音遮断性能に与える影響を検討するものである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部設備基準研究室
tel : 029-864-4278

1007
安全で快適な自転車利用のた
めの利用環境に関する業務

（株）ドーコン 5430001021765 随意契約（企画競争） 9,955,000 令和4年10月13日
本業務は、海外における自転車通行空間に関するガイドラインの収
集および整理、新たな低速小型モビリティの自転車通行空間利用
に関する安全性等の整理を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1008
背面空洞の影響を考慮したトン
ネル覆工載荷実験業務

（株）フジケンエンジニアリング 3011001020529 一般競争入札 4,719,000 令和4年10月13日

本業務は、山岳トンネル覆工コンクリート供試体の作製及び本供試
体を用いた載荷実験を実施し、背面空洞により生じる曲げ引張破
壊時の覆工の力学的挙動及び損傷状態を評価するためのデータ
の収集及びとりまとめを行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1009 渋滞状況分析業務 一般財団法人　計量計画研究所 5011105004806 随意契約（少額随契） 913,000 令和4年10月13日
本業務は、ETC2.0プローブ情報等から渋滞状況を分析するもので
ある。

ETC2.0プローブ情報等から渋滞状
況の分析を行い、その結果をとりまと
めた。

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

1010
 浅海域での多方向不規則波の
挙動に関する水理模型実験業
務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 18,986,000 令和4年10月14日
本業務は、浅海域での多方向不規則波の重合・伝播特性を把握
するため、実験水槽内にモルタル製海底床を製作し、多方向不規
則波造波装置を用いた水理模型実験を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1011
 衛星を活用した災害時の道路
状況把握に関する調査業務

衛星を活用した災害時の道路状況把握に関
する調査業務日本工営・パスコ設計共同体

- 随意契約（企画競争） 9,680,000 令和4年10月24日

本業務は、既存衛星のアーカイブ画像を用いて過去の災害発生時
の道路被災状況の抽出・把握を行い、実際の被災状況と比較する
ことで、災害時の道路被災状況調査への衛星の活用可能性につい
て整理するものである。

令和5年4月公表予定

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

1012
時系列衛星データを活用した
山地流域の水文状態把握手法
検討業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（企画競争） 7,953,000 令和4年10月24日

本業務は、雨量及び水文指標とその利活用の検討に関する基礎
資料とするため、同一地域を異なる時期に様々な時間間隔でパッ
シブなセンサーにより撮影した人工衛星画像データから得られる広
域的な山地斜面の状態変化に関する情報と雨量及び雨量から求
められる土壌雨量指数等の水文指標との関係性を分析し、広域的
に山地流域の水文状態を推定する手法を検討するものである。

令和5年3月公表予定
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

1013
遠心模型実験のＦＥＭ再現解
析業務

日本工営㈱ 2010001016851 随意契約（少額随契） 962,500 令和4年10月26日
国総研が建築研究所建築基礎・地盤実験棟にて実施した遠心載
荷模型実験について、FEM解析によってその挙動を再現するもので
ある。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947

1014
 諸外国の公共土木工事の諸制
度等に関する調査業務

（一社）国際建設技術協会 3010005018587 随意契約（企画競争） 34,467,400 令和4年10月27日

米国、ドイツ、スイスを対象に、建設工事（特に公共土木工事）の積
算方法、監督・検査方法、施工体制、安全対策等に関する諸制
度、運用実態等に関して資料収集や現地機関のヒアリング調査や
わが国との比較分析等を行う。

令和５年３月公表予定

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

1015
 ＡＩ画像認識技術によるヒヤリ
ハット検出手法に関する調査業
務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 27,995,000 令和4年10月27日
本業務は、先端技術としてAI画像認識技術に着目し、路側カメラ
データからヒヤリハットを検出する手法について調査、比較検証等を
行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1016
流出解析・洪水流解析手法に
関する調査業務

三井共同建設コンサルタント（株） 5011101020526 随意契約（企画競争） 19,558,000 令和4年10月27日
本業務は、治水計画の外力設定手法の検討のため、流出解析・洪
水流解析手法に関する調査を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1017
令和４年度　カルバート等の部
分係数設計法導入に関する整
理等業務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735 随意契約（企画競争） 18,997,000 令和4年10月27日
本業務は、道路土工構造物における限界状態や照査方法を整理
するとともに、部分係数法適用に向けた条件等の整理を行うもので
ある。

令和５年３月公表予定
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

1018
土砂・洪水氾濫による全壊流
失家屋に関する検討業務

国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 9,900,000 令和4年10月27日

本業務は、土砂・洪水氾濫によって実際に発生しうる全壊流失家
屋の発生位置や発生状況の想定手法について検討するため、２次
元土砂・洪水氾濫計算による再現計算を実施し、再現計算結果を
用いて全壊流失家屋の評価を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

1019
降雨資料の定常性への影響等
に関する調査業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 9,350,000 令和4年10月27日 下水道事業の浸水対策で用いる降雨資料の定常性に影響する要
因等について整理する。

令和5年3月公表予定
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

1020
機械設備点検BIM／CIMモデル
作成手法調査業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 9,460,000 令和4年10月28日

本業務は、機械設備の点検結果等のBIM/CIMモデルを効率的に
作成する手法の構築を目的として、属性情報付与方法の検討と点
検BIM/CIMモデルの試作を行うとともに、BIM/CIM活用ガイドライン
の改定に向けた意見照会資料の作成を行うものである。

令和5年3月公表予定

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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1021
大雪時の道路交通確保対策に
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） 5,500,000 令和4年10月28日
本業務は、大雪時の幹線道路において大規模な車両滞留が予想
される中での道路交通確保対策について、令和3年度冬期の実施
状況等の情報収集・整理するものである。

令和5年3月公表予定

国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究セン
ター建設経済研究室
tel : 029-864-7460

1022
長期アンサンブル気候予測
データにおける降雨時空間分
布に関する分析業務

（株）気象工学研究所 4120001108792 随意契約（企画競争） 33,979,000 令和4年11月1日
本業務は、長期アンサンブル気候予測データにおける降雨時空間
分布に関する分析を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1023
建設工事事故対策に向けた工
事事故データ共有手法等検討
業務

建設工事事故対策に向けた工事事故データ
共有手法等検討業務国土技術研究センター・

沖電気工業設計共同体
- 随意契約（企画競争） 23,001,000 令和4年11月1日

建設工事事故データを加工した情報を共有する建設工事事故検
索アプリケーションの改良を行うとともに、更なる事故データ活用の
高度化に向けて、工事事故データの登録項目等の改善に向けた検
討を行う。

令和５年４月公表予定

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

1024
CCTV画像に基づく異常降雨自
動検知手順検討業務

（株）コルバック 6010001088862 随意契約（企画競争） 9,922,000 令和4年11月1日

本業務は、CCTV画像を用いた雨量強度判別手法検討の基礎資
料とするため、晴天、曇天、雨天(通常)、雨天(異常降雨)等の
CCTV画像を用いて、異常降雨を自動検知するための具体的な手
順を分析検討するものである。

令和5年3月公表予定
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

1025
崩壊後斜面の残存リスク把握
手法検討業務

中央開発（株） 5011101012993 随意契約（企画競争） 9,845,000 令和4年11月1日
本業務は、崩壊後斜面の残存リスクを定量的に評価することを目
指し、災害後に取得した3次元点群データと写真を活用した残存リ
スク評価手法の検討を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

1026
ＲＣ造とＣＬＴ工法の立面混構
造に関する解析的検討業務

（株）ディックス 4013201017394 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年11月2日
本業務は、RC造とCLT工法の立面混構造の振動性状に関する解
析的な検討を行うものである。

令和5年2月公表予定
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 : 029-864-4278

1027

国土交通データプラットフォー
ムと地方の電子成果品及び維
持管理情報との連携に関する
資料整理業務

（一社）社会基盤情報流通推進協議会 7020005011554 随意契約（競争性なし） 29,997,000 令和4年11月7日
本業務は、地方公共団体の工事・業務の電子成果品や社会資本
の維持管理システムのデータを国土交通DPFと連携させて公開す
るために必要となる基礎資料の整理作業を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1028
ＥＴＣ２．０プローブ情報の取得
状況に関する集計・分析業務

中央復建コンサルタンツ(株) 3120001056860 随意契約（少額随契） 957,000 令和4年11月9日 本件は、ETC2.0プローブ情報の取得状況について、集計・分析を
行うものである。

令和5年4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

1029
気候変動による河川流量・水
温への影響に関するデータ分
析等業務

（株）気象工学研究所 4120001108792 随意契約（企画競争） 32,934,000 令和4年11月10日
本業務は、長期アンサンブル気候予測データにおける降雨時空間
分布に関する分析を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1030
非住宅建築物の防火性能評価
に係る物流倉庫建築物の設備
設計業務

共同設計（株） 7120001062921 随意契約（少額随契） 674,300 令和4年11月10日

本件は、非住宅建築物の防火性能評価のケーススタディに使用す
るBIM（Building Information Modeling）形式のモデルプラン（物流倉
庫用途）について、防火避難上有効な各種設備の計画を行うもの
である。

事項立て研究課題「非住宅建築物
の防火性能の高度化に資する新しい
性能指標および評価プログラムの開
発」では，建築物の新しい防火性能
評価手法の開発を目指している．本
業務では，防火性能評価手法の
ケーススタディで利用可能なモデル
建築物の設計図が作成されている．

国土技術政策総合研究所建築
研究部防火基準研究室
tel : 029-864-4278

1031
 幹線道路の旅行速度における
沿道出入りの影響等に関する
調査分析業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 19,998,000 令和4年11月11日

本業務は、一般道路のうち高い旅行速度を確保すべき幹線道路に
おける構造要件の明確化と、近年の交通実態を反映した道路の設
計手法の構築を目的として、沿道出入箇所および信号交差点にお
ける交通実態の調査・分析を実施するとともに、交通シミュレーショ
ンによる旅行速度等の分析等を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1032
既存杭を活用した建築物の解
析手法検討のための構造解析
業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406 随意契約（企画競争） 11,990,000 令和4年11月11日

本業務は、上部構造と杭基礎の分離モデルの適用条件を検討す
るため、既存杭を含む建築物の分離モデルおよび一体解析モデル
を設定し、地震時の静的荷重増分解析および時刻歴応答解析を
行うものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1033
既存杭を撤去した敷地地盤物
性の評価のための解析業務

（株）小堀鐸二研究所 1010401010406 随意契約（企画競争） 7,920,000 令和4年11月11日

本業務は、敷地地盤物性の新設杭への影響を検討するため、既
存杭撤去後に新設する杭およびその周辺地盤を３次元有限要素
による解析モデルを設定する。そして、既存杭撤去後の地盤の緩
みと新設杭の位置を解析パラメータとして、新設杭を再現した静的
弾塑性荷重増分解析を行うものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1034
掘削孔内の気液二相流解析業
務

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｿﾌﾄ(株) 6010401058102 随意契約（少額随契） 986,150 令和4年11月11日
本業務は、山地斜面における負圧状態下の掘削孔内における地
下水揚水ポンプ周辺の気泡を含む気液二相流れ場について、気
液二相流解析を実施するものである。

令和5年3月公表予定
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

1035
気候変動の影響を考慮した海
岸保全の概略検討手法に関す
る調査業務

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 9010001027685 随意契約（企画競争） 9,955,000 令和4年11月15日
本業務は、汀線後退量の概算に用いる諸元の検証、地形データが
乏しい海岸における汀線後退量の概算の試行、気候変動の影響を
考慮した海岸保全検討ツールの作成を行うものである。

令和５年３月公表予定
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

1036
古い宅地擁壁に対する補強設
計例の作成と耐震性能評価方
法の検討業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 7,997,000 令和4年11月15日

老朽化した擁壁の耐震性能評価および耐震補強設計法の開発に
資する業務として、宅地擁壁及び地盤条件の設定と破壊形式の確
認、補強工法の選定と設計例の作成、補強効果の整理と評価方
法の整理、耐震性能の簡易評価法の改良等を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947

1037
道路空間におけるグリーンイン
フラの社会実装を推進する取り
組みに関する整理業務

道路空間におけるグリーンインフラの社会実装
を推進する取り組みに関する整理業務創建

- 随意契約（企画競争） 7,986,000 令和4年11月15日
「道路緑化における沿道の関係者との連携に関する解説資料（素
案）の作成」及び「雨水貯留浸透の仕組みを持つ植栽地に関する
解説資料（素案）の作成」等を行う。

令和5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
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

1038
山地流域における流砂観測
データおよび流量観測手法整
理分析業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 9,944,000 令和4年11月17日
本業務は，砂防流域での掃流砂の実態把握および水位・流速の観
測体制の確立のため，観測データおよび観測手法の整理分析を行
うものである。

令和5年3月公表予定
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

1039
 道路交通安全対策に資する道
路利用者の意見収集方法に関
する調査業務

株式会社片平新日本技研 1010001001854 随意契約（企画競争） 9,878,000 令和4年11月17日
本業務は、潜在的な危険箇所の抽出に必要な、道路利用者の意
見等収集方法に関する調査、事故危険箇所抽出方法の整理、及
び最新の事故危険予測技術の調査を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1040
布設環境情報等を活用した下
水道用硬質塩化ビニル管の劣
化要因分析業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（企画競争） 8,503,000 令和4年11月17日 本業務は、令和５年度下水道用硬質塩化ビニル管の劣化要因分
析を行うものである。

令和5年3月公表予定
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

1041
登坂部における車両の走行性
能等の整理に関する業務

(株)建設技術研究所 7010001042703 随意契約（少額随契） 968,000 令和4年11月17日
本業務は、最新の自動車保有状況をもとに、標準的な車両仕様の
整理を行い、登坂部における車両の走行性能等の整理を行うもの
である。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1042
住宅屋根用化粧スレートぶき
試験体の引き上げ試験業務

ケイミュー株式会社 9120001110109 随意契約（少額随契） 275,000 令和4年11月17日

本業務は、事項立て研究課題「既存建築物における屋根ふき材の
耐風診断・補強技術評価に関する研究」において既存・改修仕様
を想定した住宅屋根化粧スレートぶき試験体の引き上げ試験を実
施するものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1043
建設現場の生産性向上等の取
り組みの評価手法検討業務

（株）建設技術研究所 7010001042703 随意契約（企画競争） 16,951,000 令和4年11月21日

多岐にわたる建設現場の生産性向上等の取り組みによる効果の定
量的な評価方法について検討を行い、それに基づく試算等を行うも
のである。

令和５年４月公表予定

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

1044
 薬液注入工法の安全管理に関
する調査業務

（一財）国土技術研究センター 4010405000185 随意契約（企画競争） 10,054,000 令和4年11月21日
薬液注入工法に係る生産性の向上の観点から、薬液注入工法に
関する技術基準類の改訂が必要な項目を抽出した上で、その改訂
について検討を行う。

令和５年５月公表予定

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

1045
コンクリート工の生産性向上に
向けた品質管理等に関する検
討業務

（一財）先端建設技術センター 1010005002873 随意契約（企画競争） 9,559,000 令和4年11月21日
プレキャスト製品の出来ばえ評価の判定基準の定量化、および3次
元プリンタによる造形物の品質管理手法の確立に向けた基礎資料
の作成を行う。

令和５年５月公表予定

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

1046
ＥＴＣ２．０プローブ情報の特徴
に関する分析業務

中央復建コンサルタンツ(株) 3120001056860 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年11月24日 本件は、ETC2.0プローブ情報の特徴を分析するものである。 令和5年4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

1047
車両性能の向上等を踏まえた
加減速車線長の算定に関する
業務

(株)建設技術研究所 7010001042703 随意契約（少額随契） 968,000 令和4年11月24日 本業務は、近年の車両性能の向上等を踏まえ、必要な加速車線
長及び減速車線長の試算を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1048
外装仕上塗材のひび割れ劣化
判定ＡＩモデルの構築および判
定精度の検証業務

㈱想画 9030001016851 随意契約（少額随契） 962,500 令和4年11月24日

　本件では、RC造建築物の外装仕上塗材仕上げを対象として、目
視調査で行うひび割れ劣化グレード判定をAI（人口知能）を用いて
画像判定するモデルの開発を行うものである。
　本業務は、スマートフォン等のモバイル端末のカメラ昨日を用い
て、外装仕上塗材に生じているひび割れを撮影し、その画像を用い
て、AI学習モデルを構築し、同モデルによる仕上塗材の判別制度
について検証するものとする。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278

1049
令和４年度無電柱化事業の期
間短縮等に関する調査業務

（株）建設環境研究所 4013301013608 随意契約（企画競争） 17,996,000 令和4年11月25日

無電柱化事業のスピードアップ等を図る観点から、「事業期間短縮
の工夫等に関する調査」「常設作業帯の設置に関する調査」「無電
柱化の効果に関する調査」「無電柱化事業における合意形成の進
め方ガイド(案)の改訂作業の支援」を行う。

令和5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
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

1050
下水道施設による脱炭素社会
への貢献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） 7,920,000 令和4年11月25日 下水道施設による温室効果ガス削減効果に関する調査検討を行
う

令和5年3月公表予定
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

1051
レーダ雨量を用いた土砂災害
発生箇所の降雨量推計業務

一般財団法人日本気象協会 4013305001526 随意契約（少額随契） 462,000 令和4年11月30日
本業務は、令和４年８月に北海道開発局管内で発生した土砂災害
を対象として、土砂災害発生前後の降雨状況をレーダ雨量計によ
る情報を用いて推計するものである。

令和5年4月公表予定

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

1052
密集市街地における出火率を
考慮した延焼危険性評価指標
の試算等業務

（株）地域計画連合 9013301007340 随意契約（企画競争） 3,982,000 令和4年12月1日

密集市街地における延焼危険性の評価指標である想定平均焼失
率について出火率を組み入れた算定方法の試作、想定平均焼失
率の試算と傾向・課題の整理、有識者等へのヒアリング等を行うも
のである。

令和５年３月公表予定
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

1053
集合住宅における居住者の音
環境評価に関するオンライン調
査

（株）イード 5011201013586 一般競争入札 1,646,700 令和4年12月1日

本業務は、総合技術開発プロジェクト「社会環境の変化に対応した
住宅・建築物の性能評価技術の開発」の一環として、集合住宅居
住者の居住空間の音環境性能等に対する評価を把握するための
オンラインアンケート調査を実施するものである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部設備基準研究室
tel : 029-864-4278

1054
瓦屋根の改修コストに関する実
態調査業務

一般社団法人全日本瓦工事業連盟 7010005018666 随意契約（少額随契） 537,900 令和4年12月2日

本件は、事項立て研究課題「既存建築物における屋根ふき材の耐
風診断・補強技術評価に関する研究」において耐風補強の効果と
そのコストとの関係を把握することを目的に、粘土瓦屋根の改修工
法事例を対象にした改修工事費用の積算を行うものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1055
 土石流の発生特性および堆積
特性に関する数値計算業務

土石流の発生特性および堆積特性に関する
数値計算業務砂防フロンティア整備推進機

構・アジア航測設計共同体
- 随意契約（企画競争） 9,999,000 令和4年12月5日

本業務は，数値計算により土石流の発生特性および土砂の堆積特
性を検証し，砂防基本計画策定等の実務に適用するにあたっての
課題を整理分析するものである。

令和5年3月公表予定
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

1056
歩車道境界部の利活用事例等
調査業務

（株）プランニングネットワーク 6011501004185 随意契約（企画競争） 8,987,000 令和4年12月5日
「歩車道境界部の利活用事例の調査」及び「歩行者優先道路の導
入事例の調査」を行う。

令和5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
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

1057
窯業系サイディング嵌合部の
動風圧試験業務

一般財団法人建材試験センター 1010005018597 随意契約（少額随契） 454,300 令和4年12月5日 本件は、各種の窯業系サイディング嵌合部の防水性を把握・分析
するため、動風圧試験を実施するのもである。

令和5年2月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1058
土砂動態データベースの運用
に向けた機能検討業務

国際航業（株） 9010001008669 随意契約（企画競争） 9,966,000 令和4年12月9日
本業務は、土砂動態データベースを本格的に運用していく際に必
要な、セキュリティ対策およびデータ項目の整理に関する検討を行
うものである。

令和5年4月公表予定
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

1059
常時観測交通量データの様式
変換ツール作成等業務

（一社）システム科学研究所 1130005012828 随意契約（企画競争） 7,975,000 令和4年12月9日

本業務は、高速道路の常時観測交通量データの整理様式作成及
び集約・整理、高速道路の常時観測交通量データの様式変換ツー
ルの作成等、常時観測データを用いた渋滞等損失時間の算定を
行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1060
住宅用太陽光発電設備による
時刻別発電量の算出業務

(株)ユーワークス 6011101051826 随意契約（少額随契） 990,000 令和4年12月9日
災害後における居住継続のための自立型エネルギーシステムの設
計目標を開発するための技術資料を取得するため、住宅を対象と
して、太陽光発電設備による時刻別発電量の算出を行う。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所住宅

 研究部建築環境研究室
tel : 029-864-4214

1061
コンクリートのひび割れ密度計
測のためのスマートフォン用ウェ
ブアプリケーションの開発業務

㈱想画 9030001016851 随意契約（少額随契） 984,500 令和4年12月9日

本業務は、スマートフォンのカメラ等で撮影されたコンクリート建築物
のひび割れ画像から抽出されたひび割れの、画像内におけるひび
割れ密度を計測するためのウェブアプリケーションの開発を行うもの
である。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278
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1062
立地適正化計画に関する情報
収集整理業務

（株）計画技術研究所 5013201014960 随意契約（少額随契） 913,000 令和4年12月9日
居住誘導区域から最寄りの都市機能誘導区域までの距離の最大
値を概数で計測し、誘導施設の規模要件や届出件数との相関関
係について分析する。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所
都市研究部都市計画研究室
tel : 029-864-40６５

1063
先読み情報提供サービス検討
結果資料整理業務

（株）長大 5010001050435 随意契約（少額随契） 627,000 令和4年12月9日
本業務は、先読み情報提供サービス検討結果についての資料整
理を行うものである。

令和5年4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

1064
特殊車両の通行中の重量に関
する調査業務

特殊車両の通行中の重量に関する調査業務
道路新産業開発機構・建設技術研究所設計

共同体
- 一般競争入札 11,770,000 令和4年12月12日

国総研では、効果的、効率的に通行状況を確認することを目的に、
通行する特殊車両の重量を自動で計測、記録する方法を研究して
いる。
本業務は、この研究に必要な基礎資料とするため、新たな車両重
量計測技術に関する調査、重量記録方法案に関するヒアリングと
方法案の更新、WIM等実績データ整理を行うものである。

令和5年4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

1065
都市公園のデザインに関する
詳細調査業務

（株）プランニングネットワーク 6011501004185 随意契約（企画競争） 4,785,000 令和4年12月12日
観光に資するデザインが優良な都市公園のデザインコンセプト等の
詳細な整理を行うとともに、それらが有する優れたデザインの特徴
の整理を行うものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947

1066
２階建てRC構造物の屋上防水
層の施工および劣化事象の再
現業務

（株）共栄工業 5190001014686 随意契約（少額随契） 901,120 令和4年12月12日
本業務は、建築研究所敷地内にある２階建てRC構造物の、屋上
防水層を施工し、同屋上防水層に対して屋上防水層の浮き、剥
離、割れなどの劣化事象の再現を行うものである。

令和5年2月公表予定
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:029-864-4278

1067
令和４年度地盤地震応答解析
業務

（株）ニュージェック 2120001086883 随意契約（少額随契） 979,000 令和4年12月14日
本業務は、首都直下型地震の推定地震動を用いて地盤の地震応
答解析を実施するものである。

令和5年4月公表予定

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

1068 擁壁壁体の強度調査業務 システム計測（株） 6010601010903 随意契約（少額随契） 902,000 令和4年12月14日 宅地の耐震化に資するものとして、擁壁の壁体より試料を採取し、
強度試験を実施するものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947

1069
建設施工環境の変化を考慮し
た土木施工の安全対策の高度
化に関する検討業務

（一社）日本建設機械施工協会 6010405010463 随意契約（企画競争） 17,985,000 令和4年12月16日

本業務は、中小規模の建設会社が取り組みやすく、かつ、現在の
取組の延長として自然にリスクアセスメントへの移行を促進させるべ
く、建設機械施工安全マニュアル等をもととしたリスクアセスメント資
料等の作成に必要な各種事故状況の整理やリスクアセスメント検
討資料案の作成等を行うものである。

令和5年3月公表予定

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

1070
画像認識型交通量観測の精度
向上に向けたカメラ設置条件等
の整理に関する業務

（一社）システム科学研究所 1130005012828 随意契約（企画競争） 9,955,000 令和4年12月16日

本業務は、CCTVカメラ映像から車両検知･車種判別を行った結果
を表示するツールの構築を行い、CCTV-AIトラカンの精度向上に必
要なCCTVカメラ設置条件及び交通量計測位置を整理するととも
に、交通量観測技術の動向を整理するものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1071
令和４年度　自動車交通騒音
パワーレベルに関する調査業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 随意契約（企画競争） 8,316,000 令和4年12月16日
排水性舗装が敷設された一般国道において自動車走行騒音パ
ワーレベルを測定し、既存の測定結果と合わせて分析し、結果を整
理する。

令和5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
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

1072
自動運転車両の走行を考慮し
た一般道の道路交通環境に関
する調査業務

自動運転車両の走行を考慮した一般道の道
路交通環境に関する調査業務　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） 19,998,000 令和4年12月19日

本業務は、一般道の市街部を対象に、自動運転車両の技術の特
徴を踏まえた道路交通環境の対応策の整理、及び自動運転車両
の導入適性評価手法の検討・試行と手順のとりまとめを行うもので
ある。

令和5年3月公表予定

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

1073
杭の撤去工事後の敷地におけ
る電気式静的コーン貫入試験
等による調査業務

(株)東京ソイルリサーチ 3013201006646 一般競争入札 4,895,000 令和4年12月19日

本業務は、複数本の杭の撤去工事がされた福岡市内の敷地にお
いて、杭を撤去した際に生じる地盤物性の経年変化の影響につい
て、杭の撤去から約１年経過した後のデータを得るための電気式静
的コーン貫入試験等による調査を実施するものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1074
杭を撤去した敷地における標準
貫入試験等による調査業務

(株)東京ソイルリサーチ 3013201006646 一般競争入札 4,730,000 令和4年12月19日

本業務は、杭の載荷実験を実施した場所において、試験杭を撤去
した際に生じる敷地地盤物性の経年変化の影響について、杭の撤
去から約２年経過した後のデータを得るための標準貫入試験等に
よる調査を実施するものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1075
特殊車両関連システムの運用
環境に関する調査業務

特殊車両の走行経路確認システムに必要な
機能の開発業務建設技術研究所・道路新産

業開発機構設計共同体
－ 随意契約（企画競争） 9,977,000 令和4年12月20日

国総研では、特殊車両の通行に関するシステム全体の効果的、効
率的な運用方法を研究している。
本業務は、これらのシステムのクラウド化に向けて、システムの運用
環境に関する調査を行うものである。

令和5年4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

1076
令和４年度道路事業における
自然環境の保全技術に関する
調査業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（企画競争） 6,006,000 令和4年12月20日
道路事業における動物・植物・生態系の環境保全措置の技術向上
や効率化に寄与することを目的として、「環境保全措置に関する情
報の分析」及び「環境保全措置に関する情報の整理」等を行う。

令和5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
道路環境研究室
tel : 029-864-2606

1077
 既存杭を活用した建築物の長
期荷重に対する構造解析業務

（株）堀江建築工学研究所 9011001021851 随意契約（企画競争） 6,930,000 令和4年12月21日

本業務は、既存杭と新設杭が混在した基礎構造における長期荷重
時の各部応力と沈下特性に関する評価方法を検討するため、上部
構造と基礎構造との分離・一体モデルを設定し、長期荷重に対す
る構造解析を行うものである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1078
実験用砂試料の解析用モデル
化業務

日本工営㈱ 2010001016851 随意契約（少額随契） 946,000 令和4年12月21日
国立研究開発法人建築研究所の建築基礎・地盤実験棟において
遠心載荷模型実験に用いる砂試料について、室内試験を行ってそ
の物性を解析用モデルにモデル化するものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市防災研究室
tel:029-864-3947

1079
被災した擁壁の健全度評価業
務

システム計測（株） 6010601010903 随意契約（少額随契） 847,000 令和4年12月21日 本業務は、宅地の耐震化に資するものとして、被災した宅地擁壁を
対象に、健全度評価を実施するものである。

令和5年3月公表予定
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 : 029-864-4278

1080
交通シミュレーションを用いた付
加追越車線の車両挙動解析に
関する業務

(株)アイ・トランスポート・ラボ 8010001094727 随意契約（少額随契） 983,400 令和4年12月22日 本業務は、付加追越車線における車両挙動を解析するために交通
シミュレーションを実施するものである。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所道路
交通研究部道路研究室
tel:029-864-4472

1081
既存杭利用建築物の重量の違
いに係る課題抽出のための検
討業務

㈱堀江建築工学研究所 9011001021851 随意契約（少額随契） 940,000 令和4年12月23日

本件は、総合技術開発プロジェクト「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と強靭化に資する技術開発」の円滑な
実施に資するため、既存杭を利用した建築物を対象に、上部構造
の重量の違いによる設計上の課題を抽出するための検討を行うも
のである。

令和5年3月公表予定
国土技術政策総合研究所建築
研究部構造基準研究室
tel : 029-864-4278

1082
気候変動及び水循環解析に関
するデータ整理業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（企画競争） 7,997,100 令和4年12月26日 本業務は、気候変動及び水循環解析に関してデータ整理を行うも
のである。

令和５年３月公表予定
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

1083
グリーンスローモビリティを活用
した社会実験に関する市街地
類型別比較分析・調査業務

（株）オオバ 9013201001170 随意契約（少額随契） 990,000 令和4年12月27日
グリーンスローモビリティを活用した社会実験が実施された茨城県
内３市を対象に、アンケートや利用状況等の結果を用いて社会実
験の効果や課題等を横断的に分析する。

令和５年３月公表予定
国土技術政策総合研究所都市
研究部都市施設研究室
tel:029-864-3947

1084
令和４年度 地理情報標準に関

する調査検討業務
(公財)日本測量調査技術協会 4011105005417 随意契約（競争性なし） 7,953,000 令和4年7月1日 地理情報標準プロファイル（JPGIS）と国際規格等との整合を取るた

め、ISO/TC 211等の動向調査、整合性に関する分析を行う。
令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部技術管理課
国際標準係長
tel：029-864-1740

1085
令和４年度公共測量に関する

課題の調査検討業務
（公社）日本測量協会 1010005004291 随意契約（公募） 12,971,200 令和4年7月20日

公共測量の円滑な実施に必要な技術的課題等の解決方法を得る
ため、測量技術の動向を踏まえた現況課題の調査、外部有識者に
よる検討を行う。

令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部技術管理課
技術管理係長
tel：029-864-4626

1086

三次元点群データ等の高精度
な測量データ・測量方法の普
及を踏まえた測量成果等の利
用・提供に関する調査検討業

務

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ(株) 7010001012532 随意契約（企画競争） 25,993,000 令和4年8月3日
三次元点群データ等の高精度な測量データ・測量方法の普及を踏
まえ、これら測量成果等を整備・利用・提供等する際に留意すべき
事項の調査検討を行う。

令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部地理空間情報企画室
情報政策係長
tel：03-5253-8139

1087
インドネシアにおける電子基準
点網の利活用に関する調査・

検討業務

インドネシアにおける電子基準点網の利活用に
関する調査・検討業務パスコ・国際建設技術

協会共同事業体
- 随意契約（企画競争） 10,494,000 令和4年8月22日 インドネシアにおける電子基準点網の利活用について、そのフィージ

ビリティ調査とインドネシア関係者の理解促進に取り組む。
令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部国際課
課長補佐
tel：029-864-6264

1088

三次元点群データ等の普及な
どに伴う基盤地図情報の整備
等についての指針の作成に関

する調査・検討業務

株式会社価値総合研究所 3010401037091 随意契約（企画競争） 25,850,000 令和4年10月11日

三次元点群データをはじめ地理空間情報技術の飛躍的進化等、
技術・社会情勢の変化について国内外の動向を調査・整理し、そ
の結果を踏まえて三次元点群データや基盤地図情報の整備等に
関する検討を行う。

令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部地理空間情報企画室
情報政策係長
tel：03-5253-8139

1089
令和4年度測量法第50条・第
51条に定める大学等に係る測

量教育調査分析業務
（一財）日本地図センター 7013205000047 一般競争入札 4,620,000 令和4年12月5日

測量士・測量士補資格制度のあり方等に関する検討のための基礎
資料を得ることを目的として、測量法第50条・第51条に定める大
学等における測量法施行令第14条に規定する「測量に関する科
目」に関する測量教育内容、動向等について調査・分析を行う。

令和5年3月公表予定

国土地理院
総務部政策課
政策係
tel:029-864-6456

1090
令和４年度ＵＡＶを用いた測量

に関する調査検討業務
（公財）日本測量調査技術協会 4011105005417 指名競争 4,290,000 令和4年12月9日

ＵＡＶを用いた測量に関する諸事項について調査等を実施し、作業
規程の準則をはじめとする規程類の改訂に必要となる情報を取りま
とめる。

令和5年3月公表予定

国土地理院
企画部測量指導課
専門職
tel：029-864-6527

1091
戸建て既存住宅活用の促進に

関する調査研究業務
ランドブレイン(株) 9010001031943 随意契約（企画競争） 5,995,000 令和4年6月20日 -

住宅ストックの適切な活用のあり方を検討するための基礎資料を作
成することを目的として、戸建て既存住宅の適切な活用（更新を含
む）を妨げている要因を多方面から分析する。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1092
公共空間活用と持続可能な地
域経営に関する調査研究業務

一般財団法人土地総合研究所 2010405010392 随意契約（企画競争） 7,084,000 令和4年7月6日 -

官民一体による公共空間活用の持続可能な取組推進に向けた行
政支援のあり方を検討するための基礎資料を作成することを目的と
して、継続的かつ効果的な運営手法や、取組による間接的な影響
等を分析する。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1093
地域の輸送資源を活用した物
流ネットワークの最適化に関す

る調査研究業務
中央復建コンサルタンツ(株) 3120001056860 随意契約（企画競争） 9,196,000 令和4年7月12日 -

国内外における地域物流の先進事例の詳細を把握するとともに、
地域物流の課題解決や改善に資する先進的な取組を定着（ビジネ
スモデルとして成立等）させるための方策を明らかにし、関係機関・
事業者による物流最適化への取組の際の参考情報、基礎資料とし
て活用されることを目的とする。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1094
インフラシステム海外展開に向
けた海外のスマートシティ動向

に関する調査研究業務
(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 2011001100372 随意契約（企画競争） 17,490,000 令和4年7月28日 -

今後の海外インフラ展開の戦略として幅広く活用できる基礎資料の
作成を目的として、スマートシティが発現した背景や事業の進捗状
況、進めていく上での課題等について、調査都市の自治体等に対
するインタビュー調査等により整理・分析する。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1095
地方都市圏におけるモード横断
的な公共交通の財務と運営に

関する調査研究業務
SOMPOリスクマネジメント(株) 2011101025379 随意契約（企画競争） 8,866,000 令和4年8月4日 -

公共交通改善の評価指標を都市・地域間で横断比較調査すること
で主要な指標を明確化し、我が国の政策立案や自治体における施
策の実施に役立てる参考情報、基礎資料として活用されることを目
的とする。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1096

ポストコロナにおける移動ニーズ
に対応したビジネスジェット等の

活用に関する
調査研究業務

(株)ANA総合研究所 9010401061202 随意契約（企画競争） 3,872,000 令和4年8月26日 -

定期航空便と比較して、コロナ禍における旅客需要の変動が小さい
という特徴を持つビジネスジェット等の活用が地域振興にもたらす影
響についての事例の把握や分析を行い、地域振興と結びつける取
組や官民が担う役割の方策を検討するための基礎資料を作成する
ことを目的とする。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1097
ICT活用によるモビリティサービ
スと都市交通との取組の連携

に関する調査研究業務
ワシントンコア L.L.C - 随意契約（企画競争） 9,546,416 令和4年9月13日 -

MaaS等のICT技術サービスの導入によって、当該サービスを利用し
た人や利用車両等の利用データを収集し、これらのデータをモビリ
ティサービス自体やモビリティ関係計画の改善、更にはモビリティを
中心とする都市づくりとの連携にも生かすあり方や方向性について、
欧州及び日本の昨今の動向把握・事例研究等を通して調査し、実
効的な事業・モデルや課題解決方法を提示することを目的とする。

令和５年６月公表予定
国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

1098
港湾の施工における新技術導
入促進・拡大のための検討業
務

（一財）沿岸技術研究センター 2010005018571 随意契約（公募） 95,370,000 令和4年4月6日 令和4年10月21日

本業務は、港湾施工プロセスにおける生産性向上を目的として、基
礎工の計測に関わる新技術導入促進のための現地試験データの
収集等を行い、その結果について評価をするとともに、港湾の施工
に関わる新技術導入に関わる検討を併せて実施するものである。

令和５年４月公表予定

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：046-844-5030
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1099
東京湾航路閉塞時の経済社会
影響分析業務

日本海洋コンサルタント（株） 6010601028929 随意契約（公募） 15,796,000 令和4年5月19日

本業務は、東京湾中央航路・緊急確保航路の閉塞発生シナリオや
閉塞した場合の輸送・生産の変化を検討し、その経済社会影響を
分析するものである。 令和５年４月公表予定

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：046-844-5028

1100
新型コロナウイルス及び脱炭素
化の影響を考慮した外貿港湾
貨物量予測手法構築業務

セントラルコンサルタント〈株） 1010001088264 随意契約（公募） 24,750,000 令和4年7月6日 令和4年12月20日
本業務は、既開発モデルの国際産業連関データ等を更新してモデ
ルを再推計すると共に、新型コロナウイルス・脱炭素化影響の将来
予測値への反映方法を検討するものである。

令和５年３月公表予定
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：046-844-5028

1101

ベトナム国における港湾技術基
準の普及策および港湾技術基
準類の海外展開方策に関する
調査業務

ベトナム国における港湾技術基準の普及策お
よび港湾技術基準類の海外展開方策に関す

る調査業務共同提案体
ー 随意契約（企画競争） 24,695,000 令和4年8月3日

本業務は、平成26 年3 月に国土交通省とベトナム交通運輸省と
の間で締結された「港湾施設の国家技術基準の策定に関する協力
に係る覚書」に基づき、ベトナム国家港湾基準案に対応した設計事
例の作成や、既発行のベトナム国家港湾基準に関する課題調査お
よびベトナム国内での普及策の検討を行うとともに、わが国港湾技
術基準類の今後の海外展開に向け、ベトナムでの活動に関する知
見をとりまとめ、両国基準策定関係者による技術ワークショップ等の
開催・運営を行うものである。

令和５年４月公表予定
国土技術政策総合研究所港湾
研究部港湾施設研究室
tel：046-844-5029

1102
コンテナ船の大型化動向調査
業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 8013401001509 随意契約（公募） 11,473,000 令和4年9月28日
本業務は、コンテナ船の大型化動向を把握するための調査を実施
するものである。

令和５年４月公表予定
国土技術政策総合研究所港湾
研究部港湾計画研究室
tel：046-844-5027

25,294,487,051合　計


