
国立研究開発法人土木研究所

一般競争入札 (寒地土木研究所は除く)

番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

1 旅費精算等システム設計、導入及び保守管理業務 約５７箇月
旅費等システムについて、システム設計・開発及びシステム用
ハードウェアの導入設置並びに導入作業等を行い、導入するシス
テム及びハードウェアの保守管理等を行うもの。

役務の提供等 第３四半期

2
令和５年度土木研究所会計課経理・庶務業務（単価
契約）

約１２箇月
経理担当業務を行うために必要な知識を備えた事務補助
者を派遣するもの。

役務の提供等 第１四半期

3 Webページ改修 未定
トップページやコンテンツ等の共有ページを全面改装し、
表示内容とレイアウトの再整理を行うとともに、画面作成プ
ログラムの統一改造を行う。

役務の提供等 未定

4 令和５年度土木研究所講演会運営補助業務 約５箇月
「令和５年度土木研究所講演会」の準備、講演会の運営
及びライブ配信を行う。

役務の提供等 第１四半期

5
Ｒ５国土技術政策総合研究所（旭）・土木研究所（つく
ば）構内緑地管理業務

約１０箇月
旭地区の国土技術政策総合研究所、つくば地区の土木研
究所構内等の除草、樹木伐採、路面清掃作業。

役務の提供等 第１四半期

6 令和5年度土木研究所（つくば）空調設備保守点検 約９箇月
つくば中央研究所構内外2箇所に設置されている研究本
館及び実験棟に付帯する空調設備等の保守点検を行うも
の。

役務の提供等 第１四半期

7 ADサーバ外１式購入 約９箇月

・ADサーバの更新
・PCログイン時の主体認証機能の追加
・IT-BCPとして、寒地土木研究所内につくばファイルサー
バのバックアップサーバを整備する。

物品の販売 第１四半期

8 土木研究所メールセキュリティ対策機器一式賃貸借 約５７箇月
情報システムのセキュリティ強化として、メールセキュリ
ティ対策機器の構築及び保守を賃貸借で実施するもので
ある。

役務の提供等 第１四半期

9 イントラサーバ購入 約６箇月
サポート期限がR5.10で終了するOSで運用しているイント
ラサーバの更新を行う。

物品の販売 第１四半期

10 ウイルス対策サーバ購入 約６箇月
サポート期限がR5.10で終了するOSで運用しているウイル
ス対策サーバの更新を行う。

物品の販売 第１四半期

令和５年度  業務等発注見込み（物品・役務）
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番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

11
令和5年度　排水機場ポンプ設備状態監視収集計測
装置取付

約６箇月
本件は、排水機場ポンプ設備に状態監視収集計測装置を
取り付けるものである。

役務の提供等 第２四半期

12 令和5年度 OPERAシミュレータの機能追加開発 約３箇月
本件は、先端技術チームで開発を進めるOPERAシミュ
レータに、油圧力計測やセンサ追加などの機能追加をす
るものである。

役務の提供等 第２四半期

13 反射法地震探査解析ソフトウェア購入 約１箇月
本件は反射法地震探査ソフトウェアを購入するものであ
る。

物品の販売 第１四半期

14 誘電率測定装置購入 約３箇月 本件は誘電率測定装置を購入するものである。 物品の販売 第１四半期

15 河川堤防の基礎地盤漏水に関する実験業務 約４箇月
本件は、河川堤防の基礎地盤漏水を対象とした模型実験
を行うものである。

役務の提供等 第２四半期

16 浸透特性分析・評価業務 約４箇月
本件は、ダム貯水池地すべりを対象として、飽和・不飽和
浸透流解析を繰り返し行い、浸透特性を分析・評価するも
のである。

役務の提供等 第２四半期

17 令和５年度基盤漏水に係る小型模型実験 約６箇月
河川堤防における矢板の有無や基礎地盤材料等の違い
による基盤漏水への影響を把握するため小型浸透模型の
作製及び実験・計測を行うものである。

役務の提供等 第１四半期

18 補強土壁模型沈下実験 約６箇月
本件は、基礎地盤の沈下の影響を受ける補強土壁の挙動
を把握するために、模型の製作、実験計測及びデータ確
認・画像解析を行うものである。

役務の提供等 第１四半期

19 令和5年度道路擁壁動的遠心模型実験 約６箇月
本件は、道路擁壁の地震時挙動の確認と設計との比較を
行う目的で、模型の製作及び動的遠心模型実験を行うも
のである。試体の載荷試験を実施するものである。

役務の提供等 第２四半期
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番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

20 改良土供試体の養生水の製造、交換及び水質分析 約１２箇月
本件は、改良土供試体の養生水の製造、交換及び水質分
析を行うものである。

役務の提供等 第１四半期

21 クリーンベンチ購入 約３箇月
本件は、環境ＤＮＡ分析に用いるクリーンベンチを購入す
るものである。

物品の販売 第２四半期

22 Ｒ6年度魚類の維持管理・研究支援 約１２箇月
国立研究開発法人土木研究所水質チームが保持する魚
類の維持管理と研究支援業務を行う。

役務の提供等 第４四半期

23
R6年度　生物を用いた毒性試験および水質分析処理
の支援業務（単価契約）

約１２箇月
環境水等を対象とする水質分析や前処理、および藻類や
魚類等を用いたバイオアッセイを行うことのできる研究支
援者を派遣する。

役務の提供等 第４四半期

24
令和6年度　微生物叢解析および水質分析に関する
支援業務務（単価契約）

約１２箇月
本業務は、微生物の核酸を対象とする分子生物学的手法
を用いた実験や下水試料や環境水の水質分析を行うこと
のできる研究支援者を派遣するものである。

役務の提供等 第４四半期

25 病原微生物の測定に関わる前処理支援（単価契約） 約１２箇月
下水試料の病原微生物を測定するため、試料の前処理や
各種水質項目の分析等を行うことのできる分析支援者を
派遣するものである。

役務の提供等 第４四半期

26
R５年度　河川水・下水中の化学物質の測定とデータ
解析支援業務（単価契約）

約１２箇月
本業務は、河川水や下水を対象とする化学物質の測定、
試料採水、データ解析を行うことのできる研究支援者を派
遣するものである。

役務の提供等 第４四半期

27 ArcGISライセンス更新 約１箇月 本件はArcGISのライセンス更新を行うものである。 物品の販売 第４四半期

28 舗装たわみ測定装置検定補助作業（単価契約） 約３３箇月
土木研究所で実施している舗装たわみ測定装置検定の補
助を行う。

役務の提供等 第１四半期

29 舗装走行実験場試験工区における測定機器設置 約３箇月
舗装走行実験場に設置するアスファルト舗装工区に測定
機器を設置する。

役務の提供等 第１四半期

30 舗装の再生に関する調査・実験業務 約６箇月
本業務は、アスファルト混合物の再生について調査、実験
等を行うものである。

役務の提供等 第２四半期
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番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

31 RAID装置等購入 約３箇月 本件は,RAID装置等を購入するものである。 物品の販売 第１四半期

32 異種異径の組杭の載荷試験に係る供試体製作 約４箇月
異種異径の組杭の限界状態を把握することを目的とした
正負交番載荷試験を実施するための供試体を製作するも
のである。

役務の提供等 第２四半期

33
損傷したカルバート試験体の補修補強後の性能把握
のための載荷実験

約２箇月
カルバートの載荷試験において、損傷部位を補修補強し
た場合の耐力の向上と破壊性状の変化を確認する。

役務の提供等 第２四半期

34 塑性化を考慮できる鋼鈑桁橋のモデル作成業務 約２箇月
塑性化を考慮できる鋼鈑桁橋の詳細なモデルを作成、試
算を行う。

役務の提供等 第１四半期

35 地震被災構造物の模型製作 約３箇月 地震での被災を模擬した試験体を製作する。 役務の提供等 第２四半期

36 点検支援技術による供試体計測 約３箇月
被災を模擬した試験体に対し、各種点検支援技術の活用
を補助する。また、試験対象の真値を計測する。

役務の提供等 第３四半期

37
鋼製支承への促進腐食環境及び長期計測システム
の設置

約１２箇月
試験橋梁で供用される鋼製支承を腐食環境にし、長期的
なモニタリングが可能な環境を設置する。（2年目）

役務の提供等 第４四半期

38 試験橋梁における鉛直載荷試験 約４箇月
鋼製支承を設置した試験橋梁に荷重車を通行させ、支承
及び周辺部材へ生じる変位やひずみ量を計測する。

役務の提供等 第３四半期

39 実物大ゴム支承の載荷試験の実験補助 約６箇月
兵庫地震工学研究センター内にある実大免震試験装置を
使用した載荷試験の実験補助（基礎計測、治具の作成、
設置等）を行う。

役務の提供等 第３四半期

40 曲線橋・斜橋の解析モデル作成業務 約４箇月 代表的な曲線橋・斜橋について解析モデルの作成を行う。 役務の提供等 第３四半期

41
支点部腐食を模擬した減肉加工を有する鋼桁供試体
製作工事

約６箇月
支点部に模擬腐食を有する鋼桁試験体に対して当て板の
設置を行うとともに、載荷試験を実施する。

役務の提供等 第１四半期

42 当て板補修された鋼桁桁端部試験体の載荷試験 約４箇月
支点部に模擬腐食を有する鋼桁試験体に対して当て板の
設置を行うとともに、載荷試験を実施する。

役務の提供等 第３四半期
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番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

43
端部定着板を有するFPPシート補強鋼板の試験体製
作

約４箇月
端部定着板を有するFRPシート補強鋼板の試験体製作を
行う。

役務の提供等 第２四半期

44 炭素繊維シート定着構造の耐荷力試験 約３箇月
炭素繊維シートの定着構造試験体を製作するとともに載
荷試験を実施する。

役務の提供等 第３四半期

45 炭素繊維シートおよび定着構造部の耐久性評価試験 約３箇月
炭素繊維シートならびに定着構造部の試験体を製作する
とともに、環境促進試験を実施する。

役務の提供等 第３四半期

46 実橋梁での応力計測業務 約４箇月
実橋梁において、荷重車計測および72h頻度計測を実施
する。

役務の提供等 第１四半期

47 高力ボルトを用いた継手部の耐久性試験業務 約４箇月
高力ボルトを用いた継手部の試験体を製作を行い、耐久
性試験を実施する。

役務の提供等 第１四半期

48 ずれ止め載荷試験業務 約３箇月
スラブ止めのずれ挙動と破壊性状を把握するため試験体
を製作し水平せん断試験を行う。

役務の提供等 第３四半期

49 電磁波計測データを用いた探索的データ解析作業 約３箇月
橋梁上における電磁波レーダの計測データを用いた機械
学習モデル構築のため、計測データの探索的データ解析
作業を実施する。

役務の提供等 第１四半期

50 コンクリート橋の塩分量調査業務 約３箇月
実橋において、非破壊検査機器によりコンクリート表面の
塩分計測等を行う。

役務の提供等 第２四半期

51 PC桁端部のはつりに関する供試体製作 約３箇月 PC桁端部のはつりに関する供試体製作を行う。 役務の提供等 第１四半期

52 PC桁端部のはつりに関する実験業務 約３箇月 PC桁端部のはつりに関する実験を行う。 役務の提供等 第２四半期

53 橋梁下部構造の塩分量調査 約４箇月 伊良部大橋の橋脚において、塩分調査等を行う。 役務の提供等 第３四半期

54 実曝試験建屋購入 約４箇月
本件は管渠材料の実曝試験をするための建屋を購入する
ものである。

物品の販売 第１四半期

5／6



番号 件名
履行期間

（納入期限）
概要 資格区分 入札予定時期

55 令和6年度湖北総合実験施設の運転管理 約１２箇月
本件は茨城県霞ケ浦浄化センター内に設置してある湖北
総合実験施設の運転管理を行うものである。

役務の提供等 第４四半期

56 模擬橋梁試験桁製作業務 約４箇月
本業務は、鋼橋を模擬した橋梁試験桁を製作するもので
ある。

役務の提供等 第１四半期

57
再生中温化アスファルト混合物の作製および性状試
験

約４箇月
本件は、様々な中温化技術を適用した再生中温化アス
ファルト混合物を作製し、性状試験を行うものである。

役務の提供等 第２四半期

58 コンクリート補修検討用試験体製作 約４箇月
本件は、コンクリートに生じた損傷の適切な補修方法を検
討するために用いる試験体を製作するものである。

役務の提供等 第１～２四半期

59 高流動性コンクリート試験練り作業 約４箇月
本件は、高流動性のコンクリートの試験練り等の作業を行
うものである。

役務の提供等 第１～２四半期

60 万能試験機制御部更新 約５箇月
本件は材料構造共同実験棟S棟に設置された試験機容量
300KNの万能試験機（UH-300kNC）の制御部を更新するも
のである。

役務の提供等 第１四半期

61 未利用資源コンクリート試験 約６箇月
本件は未利用資源骨材を有効利用するコンクリートに関
する試験を行うものである。

役務の提供等 第１～２四半期

企画競争

番号 業務名 履行期間 業務概要 業務区分 入札予定時期

1
令和５年度　企業財務状況審査及び調査分析等補助
作業

約１１箇月

革新的社会資本整備研究開発推進事業の実施に伴い、
民間企業等の財務状況に係る審査及び調査分析等につ
いて、専門的知見を活用しつつ、土木研究所が実施する
事務作業の補助を行うとともに、国立研究開発法人による
出資等に関する情報収集及び整理を行う。

役務の提供等 第１四半期

2 民間企業等の水防災行動に関する動向調査 約９箇月

本件は、気候変動に伴う水害リスクの増加やそれらによる
財務影響評価の開示、流域治水の動向などを踏まえ、民
間企業や投資家等の意識や行動の変化についてアン
ケート調査をおこなうものである。

役務の提供等 第１四半期

注）ここに掲載する内容は予定であるため、実際に発注する業務等がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された業務等が発注されない場合、若しくはここに掲
載されない業務等が発注される場合がある。
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