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－  1  －

中央省庁

顧 客 名 件　　名 年度

＜内閣官房＞

内閣官房 海外衛星開発動向に係るモニタリング調査等 30

内閣官房 被災者支援のための被災地３県及び東京におけるコーディネート事業 30

内閣官房 「明治日本の産業革命遺産」保全活用に係る調査研究 30

内閣官房 ＡＳＥＡＮ諸国との国際連携によるサイバー連絡演習実施に関する調査 30

内閣官房
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた対処調整センターの
運用の在り方に係る調査等支援業務

30

内閣官房 日ＡＳＥＡＮサイバー演習実施に向けた予備調査 30

内閣官房
サービスデザイン思考に基づく府省横断型サービスの実施及びサービスＩＤ運
用に関する調査研究

30

＜内閣府＞

内閣府　大臣官房
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策の推進に関する調査検
討業務

30

内閣府　大臣官房 首都直下地震の発生に伴う帰宅困難者対策に関する調査検討業務 30

内閣府　大臣官房 南海トラフ地震の防災対策の推進に関する調査検討業務 30

内閣府　大臣官房 南海トラフ地震対策の見直し等に係る調査検討業務 30

内閣府　大臣官房
沖縄を核とする本土との連携による新たな物流システムやビジネスモデルの創
出に向けた調査

30

内閣府　大臣官房
各地域でのＰＰＰ／ＰＦＩ事業の発注増及び地元企業の参画力向上にかか
る調査検討業務

30

内閣府　政策統括官
（科学技術・イノベーション担当）

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）最終報告書の作成等に係る調
査

30

内閣府　政策統括官
（防災担当）

地域の防災力の観点から仙台防災枠組の実施に関する調査業務 30

内閣府　政策統括官
（原子力防災担当）

避難計画等の継続的改善プロセスの構築の調査・支援業務 30

内閣府　政策統括官
（原子力防災担当）

帰還困難区域の入域管理に関する調査業務 30

内閣府　地方創生推進事務局 「環境未来都市」構想・自治体ＳＤＧｓ推進に係る調査・研究等業務 30

内閣府　地方創生推進事務局
地方創生に向けた社会的課題の解決に資するＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融のあり方
に関する調査・研究業務

30

＜復興庁＞

復興庁　統括官 県外避難者支援体制強化事業 30

復興庁　統括官
東日本大震災からの復興状況の把握のための統計データベース更新及び
充実等に関する調査事業

30
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中央省庁

－  3  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜総務省＞

総務省　大臣官房 電波監視技術等動向調査 30

総務省　大臣官房 次世代宇宙電波監視施設の構築に向けた検討 30

総務省　大臣官房
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた電波監視体制
等の構築に係る検討

30

総務省　大臣官房
無人航空機システムの電波利用技術の国際協調に向けた国際機関等との
連絡調整事務

30

総務省　大臣官房
非静止衛星システムの高度化に係る周波数共用技術に関する調査検討の
請負

30

総務省　大臣官房
１．７ＧＨｚ帯等における携帯電話用周波数の確保のための技術的条件に
関する調査検討の請負

30

総務省　大臣官房 動的な周波数割当に向けた無線局間の共用に関する調査検討 30

総務省　大臣官房
モバイルバックホール向け大容量固定無線通信技術等の国際標準化のため
の国際機関等との連絡調整事務

30

総務省　大臣官房 「調査検討会の開催事務等」運営 30

総務省　大臣官房 携帯電話のエリア整備及び電波遮へい対策に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
郊外においてモビリティやＩｏＴサービス等を支える次世代モバイルシステムの技
術的条件等に関する調査検討

30

総務省　大臣官房 ＩＣＴインフラ地域展開戦略の検討に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークシステムの更改に向け
た調査研究

30

総務省　大臣官房 郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 電波防護に関する国外の基準・規制動向調査 30

総務省　大臣官房
自動車の走行環境等に適応した自律分散型ネットワークの技術的条件に
関する調査検討

30

総務省　大臣官房 「「関係人口」創出事業」モデル事業の進捗調査及び成果分析等 30

総務省　大臣官房
若者等を対象としたＩｏＴ機器の適正な電波利用を図るための人材育成方
策に関する調査研究

30

総務省　大臣官房 電話網の接続料に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 インターネットの利用環境等に係る国内外動向調査等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 高度な映像配信技術の社会実装に向けた調査研究 30

総務省　大臣官房
行政や公共性の高い分野におけるブロックチェーン技術の活用及び社会実
装に向けた調査研究

30

総務省　大臣官房 ブロードバンドを活用した地域放送サービスの展開方策に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
医療機関における適正な電波利用推進に向けた普及啓発方策に関する
調査

30

総務省　大臣官房
リージョナルジェット向け衛星アンテナによる周波数の国際協調利用促進に
関する調査研究

30

顧 客 名 件　　名 年度

総務省　大臣官房
製造分野のＩｏＴ／ＡＩ技術等に係るドイツの技術・標準化動向等に関する調
査

30

総務省　大臣官房
民間企業等によるＩｏＴの利活用事業における海外との連携強化に向けた調
査研究

30

総務省　大臣官房 トルコにおける防災ＩＣＴシステムの展開に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
政府調達における物品等の調達コスト削減に向けた調達実績データの整
理・分析及び検討業務

30

総務省　大臣官房 ＩＰ網移行に伴う電気通信資格者制度への影響等に関する調査 30

総務省　大臣官房 諸外国における電気通信事業に係る接続制度等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
ＩＣＴによるＳＤＧｓへの貢献及びＳＤＧｓの達成に資するＩＣＴインフラシステムの
海外展開の在り方に関する調査検討・分析

30

総務省　行政管理局 東南アジア諸国における行政通則法制度に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局 課題解決型自治体データ庁内活用支援に関する調査研究 30

総務省 情報流通行政局 オープンデータを推進する地方公共団体職員の人材育成等に関する実証 30

総務省　情報流通行政局 ケーブルテレビシステムの国際展開可能性に関する調査研究 30

総務省 情報流通行政局
ＩｏＴ・ＡＩ等を活用した地域課題の解決における、ＩＣＴに知見を持つ企業退
職者の活用等に関する調査研究

30

総務省 情報流通行政局 放送コンテンツの海外展開促進のための市場開拓に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局 ラジオ放送の役割・実態等に関する調査研究 30

総務省 情報流通行政局
「ＩｏＴサービス創出支援事業」におけるリファレンスモデルの普及展開方策に
関する調査研究

30

総務省　情報流通行政局 「調査検討会の開催事務等」運営 30

総務省　情報流通行政局 デジタル経済の将来像に関する調査研究 30

総務省 総合通信基盤局
適応映像配信制御技術及びマルチパス映像配信技術を用いたドローン映
像配信システムの海外展開に関する調査研究

30

総務省 総合通信基盤局
移動通信システムと他の無線システムとの自律的な周波数共用に関する調
査検討

30

総務省 総合通信基盤局
固定系超高速ブロードバンド市場の設備競争及びサービス競争のマッピング
等に関する調査

30

総務省 総合通信基盤局
Connected Car社会の実現に向けた複数のＩＴＳ用無線システムを統合的に
活用するための技術的条件等に関する調査検討

30

総務省 総合通信基盤局
プラットフォーマー等に関する政策動向及び権利侵害情報対策の現状と課
題に係る調査研究

30

総務省　総合通信基盤局 諸外国における移動通信システムの周波数割当制度等に関する調査研究 30

総務省　総合通信基盤局 電気通信事業分野における競争環境の分析・検証に関する調査研究 30

総務省 総合通信基盤局 総合無線局監理システム 電子申請等業務の情報管理に係る影響調査 30

総務省　統計局 経済センサス‐基礎調査　事業所情報の調査区同定及び座標付与業務 30
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中央省庁

顧 客 名 件　　名 年度

＜総務省＞

総務省 大臣官房 電波監視技術等動向調査 30

総務省　大臣官房 次世代宇宙電波監視施設の構築に向けた検討 30

総務省　大臣官房
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた電波監視体制
等の構築に係る検討

30

総務省　大臣官房
無人航空機システムの電波利用技術の国際協調に向けた国際機関等との
連絡調整事務

30

総務省　大臣官房
非静止衛星システムの高度化に係る周波数共用技術に関する調査検討の
請負

30

総務省　大臣官房
１．７ＧＨｚ帯等における携帯電話用周波数の確保のための技術的条件に
関する調査検討の請負

30

総務省　大臣官房 動的な周波数割当に向けた無線局間の共用に関する調査検討 30

総務省　大臣官房
モバイルバックホール向け大容量固定無線通信技術等の国際標準化のため
の国際機関等との連絡調整事務

30

総務省　大臣官房 「調査検討会の開催事務等」運営 30

総務省　大臣官房 携帯電話のエリア整備及び電波遮へい対策に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
郊外においてモビリティやＩｏＴサービス等を支える次世代モバイルシステムの技
術的条件等に関する調査検討

30

総務省　大臣官房 ＩＣＴインフラ地域展開戦略の検討に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークシステムの更改に向け
た調査研究

30

総務省　大臣官房 郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 電波防護に関する国外の基準・規制動向調査 30

総務省　大臣官房
自動車の走行環境等に適応した自律分散型ネットワークの技術的条件に
関する調査検討

30

総務省　大臣官房 「「関係人口」創出事業」モデル事業の進捗調査及び成果分析等 30

総務省　大臣官房
若者等を対象としたＩｏＴ機器の適正な電波利用を図るための人材育成方
策に関する調査研究

30

総務省　大臣官房 電話網の接続料に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 インターネットの利用環境等に係る国内外動向調査等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房 高度な映像配信技術の社会実装に向けた調査研究 30

総務省　大臣官房
行政や公共性の高い分野におけるブロックチェーン技術の活用及び社会実
装に向けた調査研究

30

総務省　大臣官房 ブロードバンドを活用した地域放送サービスの展開方策に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
医療機関における適正な電波利用推進に向けた普及啓発方策に関する
調査

30

総務省　大臣官房
リージョナルジェット向け衛星アンテナによる周波数の国際協調利用促進に
関する調査研究

30

顧 客 名 件　　名 年度

総務省　大臣官房
製造分野のＩｏＴ／ＡＩ技術等に係るドイツの技術・標準化動向等に関する調
査

30

総務省　大臣官房
民間企業等によるＩｏＴの利活用事業における海外との連携強化に向けた調
査研究

30

総務省　大臣官房 トルコにおける防災ＩＣＴシステムの展開に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
政府調達における物品等の調達コスト削減に向けた調達実績データの整
理・分析及び検討業務

30

総務省　大臣官房 ＩＰ網移行に伴う電気通信資格者制度への影響等に関する調査 30

総務省　大臣官房 諸外国における電気通信事業に係る接続制度等に関する調査研究 30

総務省　大臣官房
ＩＣＴによるＳＤＧｓへの貢献及びＳＤＧｓの達成に資するＩＣＴインフラシステムの
海外展開の在り方に関する調査検討・分析

30

総務省　行政管理局 東南アジア諸国における行政通則法制度に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局 課題解決型自治体データ庁内活用支援に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局 オープンデータを推進する地方公共団体職員の人材育成等に関する実証 30

総務省　情報流通行政局 ケーブルテレビシステムの国際展開可能性に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局
ＩｏＴ・ＡＩ等を活用した地域課題の解決における、ＩＣＴに知見を持つ企業退
職者の活用等に関する調査研究

30

総務省　情報流通行政局 放送コンテンツの海外展開促進のための市場開拓に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局 ラジオ放送の役割・実態等に関する調査研究 30

総務省　情報流通行政局
「ＩｏＴサービス創出支援事業」におけるリファレンスモデルの普及展開方策に
関する調査研究

30

総務省　情報流通行政局 「調査検討会の開催事務等」運営 30

総務省　情報流通行政局 デジタル経済の将来像に関する調査研究 30

総務省　総合通信基盤局
適応映像配信制御技術及びマルチパス映像配信技術を用いたドローン映
像配信システムの海外展開に関する調査研究

30

総務省　総合通信基盤局
移動通信システムと他の無線システムとの自律的な周波数共用に関する調
査検討

30

総務省　総合通信基盤局
固定系超高速ブロードバンド市場の設備競争及びサービス競争のマッピング
等に関する調査

30

総務省　総合通信基盤局
Connected Car社会の実現に向けた複数のＩＴＳ用無線システムを統合的に
活用するための技術的条件等に関する調査検討

30

総務省　総合通信基盤局
プラットフォーマー等に関する政策動向及び権利侵害情報対策の現状と課
題に係る調査研究

30

総務省　総合通信基盤局 諸外国における移動通信システムの周波数割当制度等に関する調査研究 30

総務省　総合通信基盤局 電気通信事業分野における競争環境の分析・検証に関する調査研究 30

総務省　総合通信基盤局 総合無線局監理システム 電子申請等業務の情報管理に係る影響調査 30

総務省　統計局 経済センサス‐基礎調査　事業所情報の調査区同定及び座標付与業務 30
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顧 客 名 件　　名 年度

総務省　統計局 事業所母集団情報の効果的・効率的な整備のための調査研究 30

総務省　統計局 ビッグデータを活用した行政課題の解決に関する調査研究 30

総務省　統計局 政策立案に資する新たな統計研修開発のための調査研究 30

総務省　北海道総合通信局
２．４ＧＨｚ帯／５ＧＨｚ帯を利用したロボット農業向け無線システムの周波数
有効利用に係る調査検討

30

総務省　消防庁 「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」に関する検討支援業務 30

総務省　消防庁 全国瞬時警報システム更改に係る同報無線自動起動装置の現状調査 30

＜法務省＞

法務省　大臣官房 戸籍情報連携システム等の要件定義等支援業務 30

法務省　民事局 登記情報システム等の移行に向けた調査研究等業務 30

＜外務省＞

外務省　大臣官房 化学兵器禁止機関による査察への専門家派遣業務 30

外務省　大臣官房 中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務 30

外務省　大臣官房
中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務（広東省、浙江省、湖
南省特別調査）

30

外務省　大臣官房
中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務（江西省及び湖北省
特別調査）

30

外務省　総合外交政策局
外交・安全保障調査研究事業費補助金（国際秩序にサイバー空間が与え
る影響の評価、対抗策研究）

30

＜財務省＞

財務省　関税局 税関関連システム等将来可能性調査 30

財務省　東京税関
通関情報総合判定システムハードウェア更改及び通関事務総合データ通
信システム更改におけるシステム構成の改善検討及び調達支援業務

30

＜文部科学省＞

文部科学省　総合教育政策局 専修学校と地域の連携深化による職業教育魅力発信力強化事業 30

文部科学省　総合教育政策局
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」分野共通の産学連携
教育体制の確立に向けた調査研究

30

文部科学省　総合教育政策局
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」専修学校における産学
連携体制構築支援事業

30

文部科学省　総合教育政策局 専修学校グローバル化対応推進支援事業 30

文部科学省　総合教育政策局 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 30

文部科学省　初等中等教育局 デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に係る調査研究 30

文部科学省　科学技術・学術政策局 海外の最新科学技術動向に係る新興・融合領域に関する調査分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

文部科学省　科学技術・学術政策局 国立研究開発法人に求められる機能に関する調査 30

文部科学省 科学技術・学術政策局
リサーチ・アドミニストレーターの認定制度構築に向けた認定基準等の作成に
資する調査・分析

30

＜厚生労働省＞

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる広報・運営業務 30

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる総合支援調査業務 30

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる知財等調査業務 30

厚生労働省　医政局 医療計画作成支援データブックの調査・改訂業務 30

厚生労働省　医政局
国立ハンセン病療養所における厚生労働省ネットワークシステム等に係る移
行支援及びセキュリティ対策業務

30

厚生労働省　医政局 歯科保健サービスの効果実証に係る研究等 30

厚生労働省　健康局 「ハンセン病問題に関する検証会議」の提言に基づく再発防止検討調査等 30

厚生労働省 医薬・生活衛生局
医療情報データベース（ＭＩＤ－ＮＥＴ）と他の医療情報データベースとの連携
推進に係る調査業務

30

厚生労働省　職業安定局 パートタイム労働者等活躍推進事業委託 30

厚生労働省　雇用環境・均等局 多様で安心できる働き方シンポジウム開催等一式に係る委託契約 30

厚生労働省　老健局
介護サービス事業（医療系サービス分）における生産性向上に資するガイドラ
イン作成等

30

厚生労働省 老健局 介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査） 30

厚生労働省 老健局 介護事業所におけるＩＣＴを活用した情報連携に関する調査研究等一式 30

厚生労働省　老健局 介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護予防活動普及展開事業に係る調査等一式 30

厚生労働省　老健局 地域包括ケア「見える化」システム等改修にかかる工程管理支援等一式 30

厚生労働省 老健局 要介護認定情報等の提供に係る支援業務 30

厚生労働省　老健局 これからの介護予防のあり方基礎研究 30

厚生労働省　老健局 介護ロボットの効果的な活用方法に関する研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護ロボットの評価指標に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護現場におけるハラスメントに関する調査研究 30

厚生労働省　老健局
介護保険サービスにおけるマネジメントシステムの導入によるサービスの質の
評価に係る調査研究事業

30

厚生労働省 老健局 介護保険サービス提供主体の法人類型に応じた特質に関する調査研究 30
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顧 客 名 件　　名 年度

総務省　統計局 事業所母集団情報の効果的・効率的な整備のための調査研究 30

総務省　統計局 ビッグデータを活用した行政課題の解決に関する調査研究 30

総務省　統計局 政策立案に資する新たな統計研修開発のための調査研究 30

総務省 北海道総合通信局
２．４ＧＨｚ帯／５ＧＨｚ帯を利用したロボット農業向け無線システムの周波数
有効利用に係る調査検討

30

総務省　消防庁 「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」に関する検討支援業務 30

総務省　消防庁 全国瞬時警報システム更改に係る同報無線自動起動装置の現状調査 30

＜法務省＞

法務省　大臣官房 戸籍情報連携システム等の要件定義等支援業務 30

法務省　民事局 登記情報システム等の移行に向けた調査研究等業務 30

＜外務省＞

外務省　大臣官房 化学兵器禁止機関による査察への専門家派遣業務 30

外務省　大臣官房 中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務 30

外務省　大臣官房
中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務（広東省、浙江省、湖
南省特別調査）

30

外務省　大臣官房
中国における遺棄化学兵器に関する現地調査業務（江西省及び湖北省
特別調査）

30

外務省 総合外交政策局
外交・安全保障調査研究事業費補助金（国際秩序にサイバー空間が与え
る影響の評価、対抗策研究）

30

＜財務省＞

財務省　関税局 税関関連システム等将来可能性調査 30

財務省　東京税関
通関情報総合判定システムハードウェア更改及び通関事務総合データ通
信システム更改におけるシステム構成の改善検討及び調達支援業務

30

＜文部科学省＞

文部科学省　総合教育政策局 専修学校と地域の連携深化による職業教育魅力発信力強化事業 30

文部科学省 総合教育政策局
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」分野共通の産学連携
教育体制の確立に向けた調査研究

30

文部科学省 総合教育政策局
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」専修学校における産学
連携体制構築支援事業

30

文部科学省　総合教育政策局 専修学校グローバル化対応推進支援事業 30

文部科学省　総合教育政策局 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 30

文部科学省 初等中等教育局 デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に係る調査研究 30

文部科学省　科学技術・学術政策局 海外の最新科学技術動向に係る新興・融合領域に関する調査分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

文部科学省　科学技術・学術政策局 国立研究開発法人に求められる機能に関する調査 30

文部科学省　科学技術・学術政策局
リサーチ・アドミニストレーターの認定制度構築に向けた認定基準等の作成に
資する調査・分析

30

＜厚生労働省＞

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる広報・運営業務 30

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる総合支援調査業務 30

厚生労働省　医政局 医療系ベンチャー・トータルサポート事業にかかる知財等調査業務 30

厚生労働省　医政局 医療計画作成支援データブックの調査・改訂業務 30

厚生労働省　医政局
国立ハンセン病療養所における厚生労働省ネットワークシステム等に係る移
行支援及びセキュリティ対策業務

30

厚生労働省　医政局 歯科保健サービスの効果実証に係る研究等 30

厚生労働省　健康局 「ハンセン病問題に関する検証会議」の提言に基づく再発防止検討調査等 30

厚生労働省　医薬・生活衛生局
医療情報データベース（ＭＩＤ－ＮＥＴ）と他の医療情報データベースとの連携
推進に係る調査業務

30

厚生労働省　職業安定局 パートタイム労働者等活躍推進事業委託 30

厚生労働省　雇用環境・均等局 多様で安心できる働き方シンポジウム開催等一式に係る委託契約 30

厚生労働省　老健局
介護サービス事業（医療系サービス分）における生産性向上に資するガイドラ
イン作成等

30

厚生労働省　老健局 介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査） 30

厚生労働省　老健局 介護事業所におけるＩＣＴを活用した情報連携に関する調査研究等一式 30

厚生労働省　老健局 介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護予防活動普及展開事業に係る調査等一式 30

厚生労働省　老健局 地域包括ケア「見える化」システム等改修にかかる工程管理支援等一式 30

厚生労働省　老健局 要介護認定情報等の提供に係る支援業務 30

厚生労働省　老健局 これからの介護予防のあり方基礎研究 30

厚生労働省　老健局 介護ロボットの効果的な活用方法に関する研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護ロボットの評価指標に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 介護現場におけるハラスメントに関する調査研究 30

厚生労働省　老健局
介護保険サービスにおけるマネジメントシステムの導入によるサービスの質の
評価に係る調査研究事業

30

厚生労働省　老健局 介護保険サービス提供主体の法人類型に応じた特質に関する調査研究 30
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顧 客 名 件　　名 年度

厚生労働省　老健局 海外の認知症予防等ガイドラインの整理に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 高齢者施設等における感染症対策に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局
中山間地域等（離島及び中山間地域）の小規模自治体における居住支
援、移動支援のあり方と市町村、県及び地方厚生局、地方整備局、地方
運輸局の役割に関する調査研究事業

30

厚生労働省　老健局 在宅医療・介護連携推進（特に多職種連携）に関する調査研究事業 30

＜農林水産省＞

農林水産省　大臣官房 農林水産統計システムの調達支援等業務 30

農林水産省　農林水産技術会議
栽培・労務管理の最適化を加速するオープンプラットフォームの整備委託事
業＿人工知能を活用した栽培環境制御による病害管理システムの構築

30

＜経済産業省＞

経済産業省　大臣官房 安全保障貿易自主管理促進事業 30

経済産業省　大臣官房
戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリジェンスに関
する調査（サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に求められる取組
の国際標準化動向）

30

経済産業省　大臣官房
戦略的国際標準化加速事業：防災・減災対策を検討するためのフレームの
標準化に向けた実現可能性調査

30

経済産業省　大臣官房
高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業 （自動
走行に関するソフトウェアスキル標準策定に係る調査）

30

経済産業省　大臣官房
海外公的研究機関等における地域イノベーション創出のための活動状況等
に関する調査

30

経済産業省　大臣官房
経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（諸外国における現役
世代向け社会保障制度に関する調査研究）

30

経済産業省　大臣官房
経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（大企業とベンチャー企
業の経営統合の在り方に係る調査研究）

30

経済産業省　大臣官房
製品安全に係る海外制度及びグローバルサプライチェーンに係る動向調査
事業

30

経済産業省　大臣官房
産業保安等技術基準策定研究開発等事業（製品安全対策優良企業表
彰等）

30

経済産業省　大臣官房
質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
（サウジアラビア国・統合的環境モニタリング・マネジメント事業）

30

経済産業省　大臣官房
主要国の大気環境分野における環境規制等動向把握及び我が国の大気
環境改善技術等の海外展開に係る検討業務

30

経済産業省　大臣官房
新規分野の国際ルールインテリジェンスに関する調査（ビル等建物のエネル
ギー需要抑制及び発電由来ＧＨＧ抑制における国際標準化戦略に係る調
査研究）

30

経済産業省　大臣官房
発電風力設備の工事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活
用に関する調査

30

経済産業省　大臣官房 分散型電源の遠隔監視制御活用拡大に係る検討事業 30

経済産業省　大臣官房
地域経済産業活性化対策等調査・分析（既存の工業団地、遊休地等を
含めた産業用地の動向分析及び工場適地調査の活用可能性に関する調
査等事業）

30

経済産業省　大臣官房
地球温暖化問題等対策調査（使用済小型電子機器等の再資源化事業
調査）

30

顧 客 名 件　　名 年度

経済産業省　大臣官房
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ＣＤＭの運用に係
る方法論及び信任に関する調査）

30

経済産業省　大臣官房
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（低炭素技術・製品
の普及可能性調査及び定量化等に関する人材育成事業）

30

経済産業省 通商政策局
内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（事業環境・
市場動向等の調査（ＡＤ等の貿易制限的措置が世界経済に与える影響に
関する調査））

30

経済産業省　産業技術環境局 戦略的国際標準化加速事業：政府戦略分野に係る国際標準開発活動 30

経済産業省 産業技術環境局
産業技術調査事業（大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取
得等に関する調査）

30

経済産業省　産業技術環境局 省エネルギー等国際標準開発（国際電気標準分野） 30

経済産業省　産業技術環境局 新興国での電力系統安定化に資するプロジェクト組成のための調査事業 30

経済産業省 産業技術環境局
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ベトナム、インドネシ
アにおける低炭素技術・製品の普及可能性調査及び定量化等に関する普
及支援事業）

30

経済産業省　製造産業局 中小企業等の技術情報管理状況等調査事業 30

経済産業省 製造産業局
高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動
運転が活用されうるコネクテッド技術に関する国内外動向調査）

30

経済産業省 商務情報政策局
我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（家電リサイクル法に係る
回収促進等に関する調査）

30

経済産業省 商務情報政策局
サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（セキュリティ製品の有効性及び脆
弱性検証に関する調査）

30

経済産業省 四国経済産業局
地域中核企業創出・支援事業（高度機能紙を活用した米国コンシューマ向
け高付加価値生活用品の開発）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（エネルギー消費統計調
査の集計及び利用分析に係る調査研究）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（都道府県別エネルギー
消費統計の整備に関する調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業（脱炭素
化・エネルギー転換を目指したエネルギー戦略立案に向けた調査・分析）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発事業（高
経年化対策に資するコンクリート照射劣化に関する研究）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
安全な原子力事業の実施にあたり事業者が備えるべき組織文化・経営体
制等に関する調査事業

30

経済産業省　資源エネルギー庁 諸外国における原子力政策等動向調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 社会人を対象とした原子力人材育成に関する調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 多核種除去設備等処理水の処分技術等に関する調査研究 30

経済産業省　資源エネルギー庁
原子力発電施設公聴・広報等事業（廃炉・汚染水対策に係る広報効果
測定等事業）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（再生可能エ
ネルギー発電設備の費用報告データ分析業務）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー政策立案のための調査事業（トップランナー制度の見直しに向
けた調査等）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー政策立案のための調査事業（自動車におけるエネルギー性能
の評価方法に関する調査検討事業）

30
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顧 客 名 件　　名 年度

厚生労働省　老健局 海外の認知症予防等ガイドラインの整理に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局 高齢者施設等における感染症対策に関する調査研究事業 30

厚生労働省　老健局
中山間地域等（離島及び中山間地域）の小規模自治体における居住支
援、移動支援のあり方と市町村、県及び地方厚生局、地方整備局、地方
運輸局の役割に関する調査研究事業

30

厚生労働省　老健局 在宅医療・介護連携推進（特に多職種連携）に関する調査研究事業 30

＜農林水産省＞

農林水産省　大臣官房 農林水産統計システムの調達支援等業務 30

農林水産省 農林水産技術会議
栽培・労務管理の最適化を加速するオープンプラットフォームの整備委託事
業＿人工知能を活用した栽培環境制御による病害管理システムの構築

30

＜経済産業省＞

経済産業省 大臣官房 安全保障貿易自主管理促進事業 30

経済産業省　大臣官房
戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリジェンスに関
する調査（サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に求められる取組
の国際標準化動向）

30

経済産業省　大臣官房
戦略的国際標準化加速事業：防災・減災対策を検討するためのフレームの
標準化に向けた実現可能性調査

30

経済産業省　大臣官房
高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業 （自動
走行に関するソフトウェアスキル標準策定に係る調査）

30

経済産業省　大臣官房
海外公的研究機関等における地域イノベーション創出のための活動状況等
に関する調査

30

経済産業省　大臣官房
経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（諸外国における現役
世代向け社会保障制度に関する調査研究）

30

経済産業省　大臣官房
経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（大企業とベンチャー企
業の経営統合の在り方に係る調査研究）

30

経済産業省　大臣官房
製品安全に係る海外制度及びグローバルサプライチェーンに係る動向調査
事業

30

経済産業省　大臣官房
産業保安等技術基準策定研究開発等事業（製品安全対策優良企業表
彰等）

30

経済産業省　大臣官房
質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
（サウジアラビア国・統合的環境モニタリング・マネジメント事業）

30

経済産業省　大臣官房
主要国の大気環境分野における環境規制等動向把握及び我が国の大気
環境改善技術等の海外展開に係る検討業務

30

経済産業省　大臣官房
新規分野の国際ルールインテリジェンスに関する調査（ビル等建物のエネル
ギー需要抑制及び発電由来ＧＨＧ抑制における国際標準化戦略に係る調
査研究）

30

経済産業省　大臣官房
発電風力設備の工事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活
用に関する調査

30

経済産業省 大臣官房 分散型電源の遠隔監視制御活用拡大に係る検討事業 30

経済産業省　大臣官房
地域経済産業活性化対策等調査・分析（既存の工業団地、遊休地等を
含めた産業用地の動向分析及び工場適地調査の活用可能性に関する調
査等事業）

30

経済産業省　大臣官房
地球温暖化問題等対策調査（使用済小型電子機器等の再資源化事業
調査）

30

顧 客 名 件　　名 年度

経済産業省　大臣官房
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ＣＤＭの運用に係
る方法論及び信任に関する調査）

30

経済産業省　大臣官房
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（低炭素技術・製品
の普及可能性調査及び定量化等に関する人材育成事業）

30

経済産業省　通商政策局
内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（事業環境・
市場動向等の調査（ＡＤ等の貿易制限的措置が世界経済に与える影響に
関する調査））

30

経済産業省　産業技術環境局 戦略的国際標準化加速事業：政府戦略分野に係る国際標準開発活動 30

経済産業省　産業技術環境局
産業技術調査事業（大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取
得等に関する調査）

30

経済産業省　産業技術環境局 省エネルギー等国際標準開発（国際電気標準分野） 30

経済産業省　産業技術環境局 新興国での電力系統安定化に資するプロジェクト組成のための調査事業 30

経済産業省　産業技術環境局
二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ベトナム、インドネシ
アにおける低炭素技術・製品の普及可能性調査及び定量化等に関する普
及支援事業）

30

経済産業省　製造産業局 中小企業等の技術情報管理状況等調査事業 30

経済産業省　製造産業局
高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動
運転が活用されうるコネクテッド技術に関する国内外動向調査）

30

経済産業省　商務情報政策局
我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（家電リサイクル法に係る
回収促進等に関する調査）

30

経済産業省　商務情報政策局
サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（セキュリティ製品の有効性及び脆
弱性検証に関する調査）

30

経済産業省　四国経済産業局
地域中核企業創出・支援事業（高度機能紙を活用した米国コンシューマ向
け高付加価値生活用品の開発）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（エネルギー消費統計調
査の集計及び利用分析に係る調査研究）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（都道府県別エネルギー
消費統計の整備に関する調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業（脱炭素
化・エネルギー転換を目指したエネルギー戦略立案に向けた調査・分析）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発事業（高
経年化対策に資するコンクリート照射劣化に関する研究）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
安全な原子力事業の実施にあたり事業者が備えるべき組織文化・経営体
制等に関する調査事業

30

経済産業省　資源エネルギー庁 諸外国における原子力政策等動向調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 社会人を対象とした原子力人材育成に関する調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 多核種除去設備等処理水の処分技術等に関する調査研究 30

経済産業省　資源エネルギー庁
原子力発電施設公聴・広報等事業（廃炉・汚染水対策に係る広報効果
測定等事業）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（再生可能エ
ネルギー発電設備の費用報告データ分析業務）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー政策立案のための調査事業（トップランナー制度の見直しに向
けた調査等）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー政策立案のための調査事業（自動車におけるエネルギー性能
の評価方法に関する調査検討事業）

30
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顧 客 名 件　　名 年度

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（中小水力発電の地域との
共生・コスト低減による自立化に向けた調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（分散型エネルギーリソースを
活用したアグリゲーションビジネスの構築に関する調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地域の再生可能エネル
ギー推進モデルの展開事業）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（インド・電力シス
テム高品質化のためのロードマップ策定に向けた調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁 ＳＳ過疎地等実態調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 我が国の廃棄物由来バイオ燃料のコスト構造等に関する調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁
本邦周辺における石油・天然ガスを含む鉱物資源開発の促進に向けた我
が国管轄海域内におけるポテンシャル把握等に関する調査

30

経済産業省　資源エネルギー庁 電力システム改革の進展を踏まえた電気事業に係る税制上の課題調査 30

経済産業省　中小企業庁 商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用促進事業 30

経済産業省　中小企業庁
戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）に
関する調査）

30

経済産業省　中小企業庁 中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業 30

＜国土交通省＞

国土交通省　大臣官房 幹線鉄道の整備効果の検証及び整備効果を高める取組の検討 30

国土交通省　大臣官房 建設現場の生産性向上における各種課題に関する調査業務 30

国土交通省　大臣官房 交通機関共通の将来交通需要推計手法検討等業務 30

国土交通省　大臣官房
自動車輸送統計の体系的整備及び内航船舶輸送統計母集団調査を踏
まえた標本設計等業務

30

国土交通省　大臣官房
鉄道分野における諸外国の入札、調達手続や国際ルール等を踏まえた入
札、調達手続のあり方に関する調査

30

国土交通省　大臣官房 日ＥＵの鉄道分野における技術協力の可能性調査 30

国土交通省　大臣官房 標準化活動を行う鉄道連合組織の標準化戦略に関する検討調査 30

国土交通省　大臣官房 北極海航路の利用動向等に関する調査検討業務 30

国土交通省　総合政策局 幹線旅客流動の把握に関する高度化検討調査 30

国土交通省　総合政策局
建築物リフォーム・リニューアル調査の分析評価及び過年度分の投資額にか
かる推計業務

30

国土交通省　国土政策局 スーパー・メガリージョン形成による対流促進方策に関する検討調査 30

国土交通省　国土政策局 多様な主体の協働による都市と地方の対流促進に関する調査 30

国土交通省　土地・建設産業局 法人土地・建物基本調査の実施等業務 30

国土交通省　土地・建設産業局 建設業許可、経営事項審査の申請等に係る実態調査・分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

国土交通省　都市局
沿線の多様な魅力創造に向けた鉄道沿線まちづくりの推進方策に関する調
査検討業務

30

国土交通省　都市局
エネルギー施策と連携した持続可能なまちづくり活動のあり方に関する検討
業務

30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水道システムを活用した紙オムツ受入可能性調査業務 30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水道施設のエネルギー拠点化案件形成支援業務 30

国土交通省　水管理・国土保全局
下水道分野の海外展開の促進に向けた国内外の連携強化方策等検討
業務

30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水熱利用の推進に係る調査検討業務 30

国土交通省　道路局 高速道路料金施策の効果・影響関連データの整理・検討業務 30

国土交通省　道路局 自動運転を含むＩＴＳ分野の国際協調・展開支援業務 30

国土交通省　道路局 車両搭載センシングデータの活用方法等検討業務 30

国土交通省　道路局 道路事業の整備効果に係る原単位の算定手法に関する検討業務 30

国土交通省　住宅局
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

30

国土交通省　港湾局 ＡＩを活用したコンテナターミナルの効率化方策検討業務 30

国土交通省　航空局 ＣＰＤＬＣの導入に関する調査 30

国土交通省　航空局
海外の航空機による危険物輸送に係る教育訓練等に関する調査及び危
険物教育訓練教材の作成

30

国土交通省　航空局 管制業務に起因する事例とハザード要素との相関性等に関する調査 30

国土交通省　航空局 岩沼研修センター教育用FACE外4装置相互連接整備システム設計 30

国土交通省　航空局 空港ランプバス自動走行の実現に向けた基礎調査 30

国土交通省　航空局 空港周辺における有人機と無人航空機の安全対策に係る調査 30

国土交通省　航空局
将来の航空交通システムに関する長期ビジョンの実現のための計画の策定
等に関する調査

30

国土交通省　航空局 小型航空機用簡易型飛行記録装置の活用方策検討に係る実証調査 30

国土交通省　航空局 新たな飛行方法導入検討調査 30

国土交通省　航空局
統合管制情報処理システム（ＴＯＰＳ・ＡＤＥＸ）のハードウェア更新に係るシ
ステム設計

30

国土交通省　航空局 飛行方式設計審査に関する調査 30

国土交通省　航空局
無人航空機の第三者上空の飛行に関する安全性の要件等に関する検討
調査

30

国土交通省　航空局 類似性を有する航空機の型式間の効率的な訓練・乗務に関する調査 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 ＧＳＥの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務 30
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顧 客 名 件　　名 年度

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（中小水力発電の地域との
共生・コスト低減による自立化に向けた調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（分散型エネルギーリソースを
活用したアグリゲーションビジネスの構築に関する調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地域の再生可能エネル
ギー推進モデルの展開事業）

30

経済産業省　資源エネルギー庁
新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（インド・電力シス
テム高品質化のためのロードマップ策定に向けた調査）

30

経済産業省　資源エネルギー庁 ＳＳ過疎地等実態調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁 我が国の廃棄物由来バイオ燃料のコスト構造等に関する調査 30

経済産業省　資源エネルギー庁
本邦周辺における石油・天然ガスを含む鉱物資源開発の促進に向けた我
が国管轄海域内におけるポテンシャル把握等に関する調査

30

経済産業省　資源エネルギー庁 電力システム改革の進展を踏まえた電気事業に係る税制上の課題調査 30

経済産業省　中小企業庁 商店街活動におけるＰＤＣＡサイクル活用促進事業 30

経済産業省　中小企業庁
戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）に
関する調査）

30

経済産業省　中小企業庁 中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業 30

＜国土交通省＞

国土交通省　大臣官房 幹線鉄道の整備効果の検証及び整備効果を高める取組の検討 30

国土交通省　大臣官房 建設現場の生産性向上における各種課題に関する調査業務 30

国土交通省　大臣官房 交通機関共通の将来交通需要推計手法検討等業務 30

国土交通省　大臣官房
自動車輸送統計の体系的整備及び内航船舶輸送統計母集団調査を踏
まえた標本設計等業務

30

国土交通省　大臣官房
鉄道分野における諸外国の入札、調達手続や国際ルール等を踏まえた入
札、調達手続のあり方に関する調査

30

国土交通省　大臣官房 日ＥＵの鉄道分野における技術協力の可能性調査 30

国土交通省　大臣官房 標準化活動を行う鉄道連合組織の標準化戦略に関する検討調査 30

国土交通省　大臣官房 北極海航路の利用動向等に関する調査検討業務 30

国土交通省　総合政策局 幹線旅客流動の把握に関する高度化検討調査 30

国土交通省　総合政策局
建築物リフォーム・リニューアル調査の分析評価及び過年度分の投資額にか
かる推計業務

30

国土交通省　国土政策局 スーパー・メガリージョン形成による対流促進方策に関する検討調査 30

国土交通省　国土政策局 多様な主体の協働による都市と地方の対流促進に関する調査 30

国土交通省　土地・建設産業局 法人土地・建物基本調査の実施等業務 30

国土交通省　土地・建設産業局 建設業許可、経営事項審査の申請等に係る実態調査・分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

国土交通省　都市局
沿線の多様な魅力創造に向けた鉄道沿線まちづくりの推進方策に関する調
査検討業務

30

国土交通省　都市局
エネルギー施策と連携した持続可能なまちづくり活動のあり方に関する検討
業務

30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水道システムを活用した紙オムツ受入可能性調査業務 30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水道施設のエネルギー拠点化案件形成支援業務 30

国土交通省　水管理・国土保全局
下水道分野の海外展開の促進に向けた国内外の連携強化方策等検討
業務

30

国土交通省　水管理・国土保全局 下水熱利用の推進に係る調査検討業務 30

国土交通省　道路局 高速道路料金施策の効果・影響関連データの整理・検討業務 30

国土交通省　道路局 自動運転を含むＩＴＳ分野の国際協調・展開支援業務 30

国土交通省　道路局 車両搭載センシングデータの活用方法等検討業務 30

国土交通省　道路局 道路事業の整備効果に係る原単位の算定手法に関する検討業務 30

国土交通省　住宅局
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

30

国土交通省　港湾局 ＡＩを活用したコンテナターミナルの効率化方策検討業務 30

国土交通省　航空局 ＣＰＤＬＣの導入に関する調査 30

国土交通省　航空局
海外の航空機による危険物輸送に係る教育訓練等に関する調査及び危
険物教育訓練教材の作成

30

国土交通省　航空局 管制業務に起因する事例とハザード要素との相関性等に関する調査 30

国土交通省　航空局 岩沼研修センター教育用FACE外4装置相互連接整備システム設計 30

国土交通省　航空局 空港ランプバス自動走行の実現に向けた基礎調査 30

国土交通省　航空局 空港周辺における有人機と無人航空機の安全対策に係る調査 30

国土交通省　航空局
将来の航空交通システムに関する長期ビジョンの実現のための計画の策定
等に関する調査

30

国土交通省　航空局 小型航空機用簡易型飛行記録装置の活用方策検討に係る実証調査 30

国土交通省　航空局 新たな飛行方法導入検討調査 30

国土交通省　航空局
統合管制情報処理システム（ＴＯＰＳ・ＡＤＥＸ）のハードウェア更新に係るシ
ステム設計

30

国土交通省　航空局 飛行方式設計審査に関する調査 30

国土交通省　航空局
無人航空機の第三者上空の飛行に関する安全性の要件等に関する検討
調査

30

国土交通省　航空局 類似性を有する航空機の型式間の効率的な訓練・乗務に関する調査 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 ＧＳＥの軌跡分析・現況再現シミュレーション実施調査業務 30
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顧 客 名 件　　名 年度

国土交通省　国土技術政策総合研究所 ＩＴＳに関する海外動向調査及び日米欧共同研究支援業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 空港整備事業の評価手法の高度化に関する検討基礎調査業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所
自動運転車のための高速道路合流支援システム効果シミュレーション検討
業務

30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 将来航空需要推計検討調査業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 道路通信に関するＩＳＯ国際標準化支援業務 30

国土交通省　関東地方整備局 Ｈ３０ＥＴＣ２．０プローブ情報に関する調査検討業務 30

国土交通省　関東地方整備局
東京外かく環状国道事務所

東京南西部計画策定プロセス設計業務 30

国土交通省　中国地方整備局 社会資本情報プラットフォームの更新及び保守管理業務 30

国土交通省　九州地方整備局 福岡空港整備効果検討業務 30

国土交通省　東京航空局 羽田空港機能強化に係る情報発信拠点の維持管理等業務 30

国土交通省　東京航空局 羽田空港機能強化に係る住民対話検討等業務 30

国土交通省　大阪航空局 周防灘広域マルチラテレーション（ＷＡＭ）整備基本設計 30

国土交通省　観光庁
災害時における訪日外国人旅行者への情報提供の更なる促進に関する事
業

30

国土交通省　観光庁
ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブランド力向上のための調査及び、認定
ロゴ案の新規作成業務

30

国土交通省　気象庁 気象観測業務の最適化へ向けたプロジェクトマネジメント支援 30

国土交通省　気象庁 次期気象庁ウェブシステムのデザインに関する調査 30

国土交通省　気象庁 稚内空港冬期就航率向上に向けた気象情報の活用に関する検討等業務 30

＜環境省＞

環境省　大臣官房 エコチル調査に係るサイエンスコミュニケーション等業務 30

環境省　大臣官房 エコチル調査の業務移管に係る新業務フロー作成及び検証等委託業務 30

環境省　大臣官房 カタール国における廃棄物分野の協力準備支援業務 30

環境省　大臣官房 一般廃棄物の災害時事業継続性に関する検討業務 30

環境省　大臣官房 我が国循環産業の海外展開促進に向けた実現可能性調査等統括業務 30

環境省　大臣官房 除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の具体化等に係る調査業務 30

環境省　大臣官房 水環境改善ビジネスのアジアへの展開促進のための調査研究業務 30

環境省　大臣官房
地方公共団体及び地域金融機関に対する低炭素化プロジェクトの研修等
委託業務

30

顧 客 名 件　　名 年度

環境省　大臣官房
動物愛護管理法附則に基づくマイクロチップに係る情報登録・管理体制に
関する検討業務

30

環境省　大臣官房 冷媒フロン類排出抑制方策検討業務 30

環境省　地球環境局
ＣＯ２排出量削減に資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査委託業務

30

環境省　地球環境局
エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務（脱フロン社会構
築に向けた自然冷媒機器導入普及促進事業）

30

環境省　地球環境局
エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務（廃棄物・リサイク
ル分野の低炭素化推進事業）

30

環境省　地球環境局
パリ協定等を受けた中長期的な温室効果ガス排出削減達成に向けた再生
可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務

30

環境省　地球環境局 温室効果ガス排出抑制指針（業務部門）等の調査委託業務 30

環境省　地球環境局
温室効果ガス排出抑制等指針案策定調査委託業務（運輸部門、産業部
門（非製造業）、日常生活部門）

30

環境省　地球環境局
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業（排出量算定・
報告・公表支援等）委託業務

30

環境省　地球環境局 国内排出量取引制度の在り方検討調査等委託業務 30

環境省　地球環境局
先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減事業に係る制
度運営支援委託業務

30

環境省　地球環境局
低炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（エーヤワディ管区で
の低炭素型工業団地の形成可能性及び推進方策検討調査）

30

環境省　環境再生・資源循環局 リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 使用済小型電子機器等再資源化促進に向けた調査検討等業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 低炭素・資源循環「まち・暮らし創生」ＦＳ委託業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 容器包装リサイクル制度の見直しに係る調査検討業務 30



－  10  － －  11  －

中央省庁

顧 客 名 件　　名 年度

国土交通省　国土技術政策総合研究所 ＩＴＳに関する海外動向調査及び日米欧共同研究支援業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 空港整備事業の評価手法の高度化に関する検討基礎調査業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所
自動運転車のための高速道路合流支援システム効果シミュレーション検討
業務

30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 将来航空需要推計検討調査業務 30

国土交通省　国土技術政策総合研究所 道路通信に関するＩＳＯ国際標準化支援業務 30

国土交通省　関東地方整備局 Ｈ３０ＥＴＣ２．０プローブ情報に関する調査検討業務 30

国土交通省　関東地方整備局
東京外かく環状国道事務所

東京南西部計画策定プロセス設計業務 30

国土交通省　中国地方整備局 社会資本情報プラットフォームの更新及び保守管理業務 30

国土交通省　九州地方整備局 福岡空港整備効果検討業務 30

国土交通省　東京航空局 羽田空港機能強化に係る情報発信拠点の維持管理等業務 30

国土交通省　東京航空局 羽田空港機能強化に係る住民対話検討等業務 30

国土交通省　大阪航空局 周防灘広域マルチラテレーション（ＷＡＭ）整備基本設計 30

国土交通省　観光庁
災害時における訪日外国人旅行者への情報提供の更なる促進に関する事
業

30

国土交通省　観光庁
ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブランド力向上のための調査及び、認定
ロゴ案の新規作成業務

30

国土交通省　気象庁 気象観測業務の最適化へ向けたプロジェクトマネジメント支援 30

国土交通省　気象庁 次期気象庁ウェブシステムのデザインに関する調査 30

国土交通省　気象庁 稚内空港冬期就航率向上に向けた気象情報の活用に関する検討等業務 30

＜環境省＞

環境省　大臣官房 エコチル調査に係るサイエンスコミュニケーション等業務 30

環境省　大臣官房 エコチル調査の業務移管に係る新業務フロー作成及び検証等委託業務 30

環境省　大臣官房 カタール国における廃棄物分野の協力準備支援業務 30

環境省　大臣官房 一般廃棄物の災害時事業継続性に関する検討業務 30

環境省　大臣官房 我が国循環産業の海外展開促進に向けた実現可能性調査等統括業務 30

環境省　大臣官房 除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の具体化等に係る調査業務 30

環境省　大臣官房 水環境改善ビジネスのアジアへの展開促進のための調査研究業務 30

環境省　大臣官房
地方公共団体及び地域金融機関に対する低炭素化プロジェクトの研修等
委託業務

30

顧 客 名 件　　名 年度

環境省　大臣官房
動物愛護管理法附則に基づくマイクロチップに係る情報登録・管理体制に
関する検討業務

30

環境省　大臣官房 冷媒フロン類排出抑制方策検討業務 30

環境省　地球環境局
ＣＯ２排出量削減に資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査委託業務

30

環境省　地球環境局
エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務（脱フロン社会構
築に向けた自然冷媒機器導入普及促進事業）

30

環境省　地球環境局
エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務（廃棄物・リサイク
ル分野の低炭素化推進事業）

30

環境省　地球環境局
パリ協定等を受けた中長期的な温室効果ガス排出削減達成に向けた再生
可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務

30

環境省　地球環境局 温室効果ガス排出抑制指針（業務部門）等の調査委託業務 30

環境省　地球環境局
温室効果ガス排出抑制等指針案策定調査委託業務（運輸部門、産業部
門（非製造業）、日常生活部門）

30

環境省　地球環境局
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業（排出量算定・
報告・公表支援等）委託業務

30

環境省　地球環境局 国内排出量取引制度の在り方検討調査等委託業務 30

環境省　地球環境局
先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減事業に係る制
度運営支援委託業務

30

環境省　地球環境局
低炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（エーヤワディ管区で
の低炭素型工業団地の形成可能性及び推進方策検討調査）

30

環境省　環境再生・資源循環局 リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 使用済小型電子機器等再資源化促進に向けた調査検討等業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 低炭素・資源循環「まち・暮らし創生」ＦＳ委託業務 30

環境省　環境再生・資源循環局 容器包装リサイクル制度の見直しに係る調査検討業務 30



－  12  －

独立行政法人等

－  13  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立研究開発法人　日本医療研究開発機構＞

日本医療研究開発機構 「医工連携事業化推進事業」の開発・事業化事業管理支援 30

日本医療研究開発機構 「医療機器開発支援ネットワーク」事業（事務局サポート機関） 30

日本医療研究開発機構 医療研究開発革新基盤創成事業の管理支援 30

日本医療研究開発機構 国産医療機器創出促進基盤整備等事業における成果とりまとめ業務 30

日本医療研究開発機構 認知症に関するレジストリ・コホート研究の実態調査 30

日本医療研究開発機構 認知症の検査・評価尺度及び対応方法に関する調査 30

日本医療研究開発機構 臨床研究実施基準等適合性確認業務 30

＜国立研究開発法人　情報通信研究機構＞

情報通信研究機構 ＮＩＣＴ総合テストベッドの利活用促進に向けた支援作業 30

情報通信研究機構 テストベッドの要件と利活用促進に関わる調査及び検討 30

情報通信研究機構 パーソナルデータ取扱研究開発業務審議委員会事務局業務 30

＜独立行政法人　国際協力機構＞

国際協力機構
カンボジア国港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画準備調
査

30

国際協力機構
バングラデシュ国電力・エネルギーセクターインフラ整備に係る情報収集・確
認調査

30

国際協力機構
バングラデュ国省エネルギー推進融資事業に係る技術支援（有償勘定技術
支援）

30

国際協力機構 大エジプト博物館運営・展示プロジェクト 30

＜独立行政法人　国立印刷局＞

国立印刷局 官報システム調達及び実用実験・開発管理支援 30

＜独立行政法人　日本学生支援機構＞

日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構市谷事務所再整備基本構想・基本計
画策定支援業務

30

＜国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構＞

宇宙航空研究開発機構 ＳＳＰＳ研究開発に関連する調査分析・検討 30

宇宙航空研究開発機構
インドにおける高頻度・高分解能熱赤外データを利用したソリューションの調
査

30

宇宙航空研究開発機構 宇宙放射線被ばく管理運用支援 30

宇宙航空研究開発機構 地球観測衛星データを用いたアプリケーションの利用成熟度評価 30

顧 客 名 件　　名 年度

宇宙航空研究開発機構 無人航空機の海外技術動向及び関連ビジネスに関する調査・分析 30

＜国立研究開発法人　科学技術振興機構＞

科学技術振興機構
ゲノム関連技術のＥＬＳＩ（倫理的・法的・社会的視点）・ＲＲＩ（責任ある研
究・イノベーション）の検討・推進のための調査

30

科学技術振興機構
小型ＳＡＲ衛星データを利用したビジネスモデル及び地上処理システム検討
支援に係る調査

30

科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業におけるプログラム等評価のためのメトリクスに関
する検討及び調査分析

30

＜国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構＞

日本原子力研究開発機構
ＯｐｅｎＦＯＡＭを用いた乱流燃料による爆発燃焼解析コード整備及び水素
挙動統合解析システム整備支援

30

日本原子力研究開発機構 原子力災害対応人材育成に関する調査 30

日本原子力研究開発機構
福島第一原子力発電所廃炉に係る基礎基盤研究の研究動向調査・戦
略方針検討作業

30

＜国立研究開発法人　防災科学技術研究所＞

防災科学技術研究所 ＰＲＩＳＭ防災・減災におけるデータ連携に係る会議の企画・運営支援業務 30

防災科学技術研究所 広域経済被害予測のシナリオ化検討支援業務 30

防災科学技術研究所 大型実験施設を活用した性能評価の標準化に向けた検討支援 30

防災科学技術研究所 防災情報流通・連携に向けた検討支援業務 30

＜独立行政法人　医薬品医療機器総合機構＞

医薬品医療機器総合機構 医療情報データベースにおけるデータ標準化支援業務 30

＜独立行政法人　国立病院機構＞

国立病院機構　近畿中央呼吸器センター

老人保健健康増進等事業「退院支援の事例分析による在宅・医療・介護
への円滑な移行のための介護職視点を取り入れた在宅医療・介護促進に
関する調査研究事業」における調査・ヒアリング・事例検討・研究支援等業
務

30

＜国立研究開発法人　国立がん研究センター＞

国立がん研究センター 産業データ共有促進事業支援業務 30

国立がん研究センター がんゲノム医療プロジェクトにおける全ゲノム解析状況に関する調査 30

＜国立研究開発法人　国立国際医療研究センター＞

国立国際医療研究センター
「ＩｏＴ活用による糖尿病重症化予防法の開発を目指した研究」 遂行管理
支援業務

30

＜国立研究開発法人　国立成育医療研究センター＞

国立成育医療研究センター 医療分野におけるＡＩの研究開発及び臨床応用に関する調査 30
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独立行政法人等

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立研究開発法人　日本医療研究開発機構＞

日本医療研究開発機構 「医工連携事業化推進事業」の開発・事業化事業管理支援 30

日本医療研究開発機構 「医療機器開発支援ネットワーク」事業（事務局サポート機関） 30

日本医療研究開発機構 医療研究開発革新基盤創成事業の管理支援 30

日本医療研究開発機構 国産医療機器創出促進基盤整備等事業における成果とりまとめ業務 30

日本医療研究開発機構 認知症に関するレジストリ・コホート研究の実態調査 30

日本医療研究開発機構 認知症の検査・評価尺度及び対応方法に関する調査 30

日本医療研究開発機構 臨床研究実施基準等適合性確認業務 30

＜国立研究開発法人　情報通信研究機構＞

情報通信研究機構 ＮＩＣＴ総合テストベッドの利活用促進に向けた支援作業 30

情報通信研究機構 テストベッドの要件と利活用促進に関わる調査及び検討 30

情報通信研究機構 パーソナルデータ取扱研究開発業務審議委員会事務局業務 30

＜独立行政法人　国際協力機構＞

国際協力機構
カンボジア国港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画準備調
査

30

国際協力機構
バングラデシュ国電力・エネルギーセクターインフラ整備に係る情報収集・確
認調査

30

国際協力機構
バングラデュ国省エネルギー推進融資事業に係る技術支援（有償勘定技術
支援）

30

国際協力機構 大エジプト博物館運営・展示プロジェクト 30

＜独立行政法人　国立印刷局＞

国立印刷局 官報システム調達及び実用実験・開発管理支援 30

＜独立行政法人　日本学生支援機構＞

日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構市谷事務所再整備基本構想・基本計
画策定支援業務

30

＜国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構＞

宇宙航空研究開発機構 ＳＳＰＳ研究開発に関連する調査分析・検討 30

宇宙航空研究開発機構
インドにおける高頻度・高分解能熱赤外データを利用したソリューションの調
査

30

宇宙航空研究開発機構 宇宙放射線被ばく管理運用支援 30

宇宙航空研究開発機構 地球観測衛星データを用いたアプリケーションの利用成熟度評価 30

顧 客 名 件　　名 年度

宇宙航空研究開発機構 無人航空機の海外技術動向及び関連ビジネスに関する調査・分析 30

＜国立研究開発法人　科学技術振興機構＞

科学技術振興機構
ゲノム関連技術のＥＬＳＩ（倫理的・法的・社会的視点）・ＲＲＩ（責任ある研
究・イノベーション）の検討・推進のための調査

30

科学技術振興機構
小型ＳＡＲ衛星データを利用したビジネスモデル及び地上処理システム検討
支援に係る調査

30

科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業におけるプログラム等評価のためのメトリクスに関
する検討及び調査分析

30

＜国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構＞

日本原子力研究開発機構
ＯｐｅｎＦＯＡＭを用いた乱流燃料による爆発燃焼解析コード整備及び水素
挙動統合解析システム整備支援

30

日本原子力研究開発機構 原子力災害対応人材育成に関する調査 30

日本原子力研究開発機構
福島第一原子力発電所廃炉に係る基礎基盤研究の研究動向調査・戦
略方針検討作業

30

＜国立研究開発法人　防災科学技術研究所＞

防災科学技術研究所 ＰＲＩＳＭ防災・減災におけるデータ連携に係る会議の企画・運営支援業務 30

防災科学技術研究所 広域経済被害予測のシナリオ化検討支援業務 30

防災科学技術研究所 大型実験施設を活用した性能評価の標準化に向けた検討支援 30

防災科学技術研究所 防災情報流通・連携に向けた検討支援業務 30

＜独立行政法人　医薬品医療機器総合機構＞

医薬品医療機器総合機構 医療情報データベースにおけるデータ標準化支援業務 30

＜独立行政法人　国立病院機構＞

国立病院機構　近畿中央呼吸器センター

老人保健健康増進等事業「退院支援の事例分析による在宅・医療・介護
への円滑な移行のための介護職視点を取り入れた在宅医療・介護促進に
関する調査研究事業」における調査・ヒアリング・事例検討・研究支援等業
務

30

＜国立研究開発法人　国立がん研究センター＞

国立がん研究センター 産業データ共有促進事業支援業務 30

国立がん研究センター がんゲノム医療プロジェクトにおける全ゲノム解析状況に関する調査 30

＜国立研究開発法人　国立国際医療研究センター＞

国立国際医療研究センター
「ＩｏＴ活用による糖尿病重症化予防法の開発を目指した研究」 遂行管理
支援業務

30

＜国立研究開発法人　国立成育医療研究センター＞

国立成育医療研究センター 医療分野におけるＡＩの研究開発及び臨床応用に関する調査 30
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独立行政法人等

－  15  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター＞

国立精神・神経医療研究センター 医薬品開発に利活用する疾患登録システムの研究開発支援業務 30

国立精神・神経医療研究センター 疾患登録システム及び治験ネットワークの連携等に関する研究支援業務 30

＜国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター＞

国立長寿医療研究センター
ロボット介護機器開発・標準化事業（効果測定・評価事業）実証支援業
務委託契約

30

＜国立研究開発法人　産業技術総合研究所＞

産業技術総合研究所
ネットワークモデルに基づく標的遺伝子自動抽出手法の開発及びデータ解
析作業

30

産業技術総合研究所
メタボローム・プロテオームデータに基づいた目的化合物合成量に影響を及ぼ
す酵素を推論する手法の開発

30

産業技術総合研究所
遺伝子発現情報と配列特徴量からのタンパク質合成量推定モデルの構築と
モデル構築のためのデータ収集

30

産業技術総合研究所
実証実験結果に基づく標的遺伝子絞り込みと制御系列推定の手法開発
及びデータ解析作業

30

産業技術総合研究所 多層オミクスデータ表示用スタンドアロン型ソフトウェアの開発 30

産業技術総合研究所 無人航空機性能評価基準骨子案作成支援業務 30

＜独立行政法人　情報処理推進機構＞

情報処理推進機構 ＩｏＴシステムにおける情報セキュリティ対策要件策定に関する調査 30

情報処理推進機構 情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する調査 30

情報処理推進機構
中核人材育成プログラムにおけるＯＴ系マネージャー層向けコースのカリキュラ
ム構築支援

30

＜国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構＞

新エネルギー・産業技術総合開発機構
「Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の実施に係る 国際連携及び
情報発信等事業

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）自動走行システム／大規模実
証実験」のうち「ダイナミックマップ国際協調に向けた海外動向等に係る総合
調査」

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／ライフデータの高度利用
システムに資するプラットフォームのあるべき姿の検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／産業保安の高度化に資
するプラットフォームや規制等のあるべき姿の検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／水道ＩｏＴの社会実装推
進に向けた検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／実証
要件適合性等調査／再生可能エネルギー導入促進のためのＥＶ等の分散
エネルギー資源を活用したＶＰＰ実証研究（インド）

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティの普及に資するユースケースの調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティ関連技術やサービスに関する標準化及び海外動向調査 30

顧 客 名 件　　名 年度

新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際共同研究開発に係る調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際実証事業におけるリスクマネジメントの浸透・定着に係る調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー技術開発に関する事業者間の共通課題等の検討 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー技術開発制度の成果の把握及び分析等 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）／重要インフラ等におけるサイ
バーセキュリティの確保／サイバーセキュリティの最新インシデントに関する調
査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）自動走行システム／大規模実証
実験／ダイナミックマップ／車線別の交通情報等の活用に関する調査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システムと
サービスの拡張）／２０２０東京臨海部実証実験に係る企画の検討及び評
価

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システムと
サービスの拡張）／自動運転システムにおけるＶ２Ｘ技術等を含む新たな通
信技術の活用に関する調査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト／太陽光発電リサイクル動向調
査／太陽光発電リサイクルに関する国内動向調査、分布調査及び排出量
予測

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 伝熱促進等技術の現状及び将来に関する展望調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
電力と水素エネルギーとの相互変換に関する標準化領域の調査・分析・特
定

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
反応性窒素排出に関する現状および窒素資源循環による市場創出に関す
る将来展望調査研究

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
民間主導による低炭素技術普及促進事業／戦略的案件組成調査 ／
ヒートポンプ等の高効率設備向け省エネルギー基準の導入検討によるスマー
トファシリティーサービスの実現に関する調査（タイ）

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
民間主導による低炭素技術普及促進事業／戦略的案件組成調査／Ｉｏ
Ｔを活用したリアルタイム監視による火力発電所運転手法の高度化調査事
業（インド）

30

＜独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構＞

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 整備新幹線における便益計測に関する調査 30

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 高速鉄道ネットワーク整備に伴う経済波及効果の算出等に関する調査 30

＜国立研究開発法人　海上･港湾・航空技術研究所＞

海上･港湾・航空技術研究所 「ＳＩＰスマート物流サービス」管理法人支援業務 30
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独立行政法人等

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター＞

国立精神・神経医療研究センター 医薬品開発に利活用する疾患登録システムの研究開発支援業務 30

国立精神・神経医療研究センター 疾患登録システム及び治験ネットワークの連携等に関する研究支援業務 30

＜国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター＞

国立長寿医療研究センター
ロボット介護機器開発・標準化事業（効果測定・評価事業）実証支援業
務委託契約

30

＜国立研究開発法人　産業技術総合研究所＞

産業技術総合研究所
ネットワークモデルに基づく標的遺伝子自動抽出手法の開発及びデータ解
析作業

30

産業技術総合研究所
メタボローム・プロテオームデータに基づいた目的化合物合成量に影響を及ぼ
す酵素を推論する手法の開発

30

産業技術総合研究所
遺伝子発現情報と配列特徴量からのタンパク質合成量推定モデルの構築と
モデル構築のためのデータ収集

30

産業技術総合研究所
実証実験結果に基づく標的遺伝子絞り込みと制御系列推定の手法開発
及びデータ解析作業

30

産業技術総合研究所 多層オミクスデータ表示用スタンドアロン型ソフトウェアの開発 30

産業技術総合研究所 無人航空機性能評価基準骨子案作成支援業務 30

＜独立行政法人　情報処理推進機構＞

情報処理推進機構 ＩｏＴシステムにおける情報セキュリティ対策要件策定に関する調査 30

情報処理推進機構 情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する調査 30

情報処理推進機構
中核人材育成プログラムにおけるＯＴ系マネージャー層向けコースのカリキュラ
ム構築支援

30

＜国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構＞

新エネルギー・産業技術総合開発機構
「Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の実施に係る 国際連携及び
情報発信等事業

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）自動走行システム／大規模実
証実験」のうち「ダイナミックマップ国際協調に向けた海外動向等に係る総合
調査」

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／ライフデータの高度利用
システムに資するプラットフォームのあるべき姿の検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／産業保安の高度化に資
するプラットフォームや規制等のあるべき姿の検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／水道ＩｏＴの社会実装推
進に向けた検討

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業／実証
要件適合性等調査／再生可能エネルギー導入促進のためのＥＶ等の分散
エネルギー資源を活用したＶＰＰ実証研究（インド）

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティの普及に資するユースケースの調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティ関連技術やサービスに関する標準化及び海外動向調査 30

顧 客 名 件　　名 年度

新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際共同研究開発に係る調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際実証事業におけるリスクマネジメントの浸透・定着に係る調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー技術開発に関する事業者間の共通課題等の検討 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー技術開発制度の成果の把握及び分析等 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）／重要インフラ等におけるサイ
バーセキュリティの確保／サイバーセキュリティの最新インシデントに関する調
査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）自動走行システム／大規模実証
実験／ダイナミックマップ／車線別の交通情報等の活用に関する調査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システムと
サービスの拡張）／２０２０東京臨海部実証実験に係る企画の検討及び評
価

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システムと
サービスの拡張）／自動運転システムにおけるＶ２Ｘ技術等を含む新たな通
信技術の活用に関する調査

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト／太陽光発電リサイクル動向調
査／太陽光発電リサイクルに関する国内動向調査、分布調査及び排出量
予測

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構 伝熱促進等技術の現状及び将来に関する展望調査 30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
電力と水素エネルギーとの相互変換に関する標準化領域の調査・分析・特
定

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
反応性窒素排出に関する現状および窒素資源循環による市場創出に関す
る将来展望調査研究

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
民間主導による低炭素技術普及促進事業／戦略的案件組成調査 ／
ヒートポンプ等の高効率設備向け省エネルギー基準の導入検討によるスマー
トファシリティーサービスの実現に関する調査（タイ）

30

新エネルギー・産業技術総合開発機構
民間主導による低炭素技術普及促進事業／戦略的案件組成調査／Ｉｏ
Ｔを活用したリアルタイム監視による火力発電所運転手法の高度化調査事
業（インド）

30

＜独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構＞

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 整備新幹線における便益計測に関する調査 30

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 高速鉄道ネットワーク整備に伴う経済波及効果の算出等に関する調査 30

＜国立研究開発法人　海上･港湾・航空技術研究所＞

海上･港湾・航空技術研究所 「ＳＩＰスマート物流サービス」管理法人支援業務 30
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国立大学法人・ほか研究機関

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立大学法人＞

国立大学法人東北大学 「２０５０年の世界」検討データの収集・整理業務 30

国立大学法人東京大学 「産学官共同創薬プロジェクトの在り方に関する調査研究」支援業務 30

国立大学法人東京大学 データヘルス・ポータルサイトの運用・保守・改修業務 30

国立大学法人横浜国立大学
水素ステーションの社会総合リスクアセスメントガイドライン及びアセスメント結
果の検証

30

国立大学法人政策研究大学院大学
科学技術イノベーション政策の経済効果シミュレーターの作成システムの開
発と「科学技術イノベーション政策」に関わる政策オプションの作成の実証実
験

30

国立大学法人京都大学 道路橋マネジメントシステムの継続的改善手法に関する調査検討業務 30

国立大学法人大阪大学
「次世代人工知能技術の研究開発（課題Ⅰ）」に関する総合ビジネスプロ
デューサー業務

30

国立大学法人香川大学 希少糖に関する研究戦略動向調査 30

国立大学法人香川大学 希少糖に関する市場調査 30

国立大学法人九州大学 ＡＲＯ機能評価事業に係る支援業務 30

国立大学法人長崎大学 長崎大学高度安全実験（ＢＳＬ－４）施設の運用指針等作成支援業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜青森県＞

八戸市 （仮称）八戸都市圏わくわく交流プラザプロモーション戦略策定業務委託 30

八戸市
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成 エリアマネジメント導入検討調査業務
委託

30

六ヶ所村 六ヶ所村水素導入可能性調査業務委託 30

＜宮城県＞

宮城県 基幹業務システム構築基本計画策定支援業務 30

宮城県 次期宮城県認証基盤等開発支援業務 30

宮城県 社会保障・税番号制度運用支援業務 30

宮城県
集合住宅等における既存資源活用型の介護機能構築に向けた実践調査
業務

30

仙台市 仙台市総合防災情報システム運用業務支援業務委託 30

仙台市 仙台市総合防災情報システム更新に係る業務管理支援業務委託 30

仙台市
仙台市総合防災情報システム更新に伴う映像系システム更新管理支援業
務委託

30

＜福島県＞

福島県 福島県県産再エネ電力地産地消可能性調査事業業務委託 30

福島県
情報発信拠点（アーカイブ拠点）施設における研究・研修事業構築に係る
調査業務委託

30

伊達市 伊達市版生涯活躍のまち推進支援業務委託 30

双葉町 企業誘致推進事業業務委託 30

＜茨城県＞

茨城県 働き方改革・生産性向上個別企業コンサルティング事業業務委託 30

＜栃木県＞

大田原市
大田原市生涯活躍のまち基本計画及び大田原市生涯活躍のまち形成事
業計画策定業務委託

30

＜群馬県＞

群馬県 群馬県公共施設マネジメントシステム構築及び運用保守業務 30

＜埼玉県＞

埼玉県 自立促進モデル事業 30

埼玉県
医療イノベーションプロジェクト推進事業における「医療機器等試作品コンテ
スト」業務委託

30



－  17  －

地方自治体等

－  16  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜国立大学法人＞

国立大学法人東北大学 「２０５０年の世界」検討データの収集・整理業務 30

国立大学法人東京大学 「産学官共同創薬プロジェクトの在り方に関する調査研究」支援業務 30

国立大学法人東京大学 データヘルス・ポータルサイトの運用・保守・改修業務 30

国立大学法人横浜国立大学
水素ステーションの社会総合リスクアセスメントガイドライン及びアセスメント結
果の検証

30

国立大学法人政策研究大学院大学
科学技術イノベーション政策の経済効果シミュレーターの作成システムの開
発と「科学技術イノベーション政策」に関わる政策オプションの作成の実証実
験

30

国立大学法人京都大学 道路橋マネジメントシステムの継続的改善手法に関する調査検討業務 30

国立大学法人大阪大学
「次世代人工知能技術の研究開発（課題Ⅰ）」に関する総合ビジネスプロ
デューサー業務

30

国立大学法人香川大学 希少糖に関する研究戦略動向調査 30

国立大学法人香川大学 希少糖に関する市場調査 30

国立大学法人九州大学 ＡＲＯ機能評価事業に係る支援業務 30

国立大学法人長崎大学 長崎大学高度安全実験（ＢＳＬ－４）施設の運用指針等作成支援業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜青森県＞

八戸市 （仮称）八戸都市圏わくわく交流プラザプロモーション戦略策定業務委託 30

八戸市
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成 エリアマネジメント導入検討調査業務
委託

30

六ヶ所村 六ヶ所村水素導入可能性調査業務委託 30

＜宮城県＞

宮城県 基幹業務システム構築基本計画策定支援業務 30

宮城県 次期宮城県認証基盤等開発支援業務 30

宮城県 社会保障・税番号制度運用支援業務 30

宮城県
集合住宅等における既存資源活用型の介護機能構築に向けた実践調査
業務

30

仙台市 仙台市総合防災情報システム運用業務支援業務委託 30

仙台市 仙台市総合防災情報システム更新に係る業務管理支援業務委託 30

仙台市
仙台市総合防災情報システム更新に伴う映像系システム更新管理支援業
務委託

30

＜福島県＞

福島県 福島県県産再エネ電力地産地消可能性調査事業業務委託 30

福島県
情報発信拠点（アーカイブ拠点）施設における研究・研修事業構築に係る
調査業務委託

30

伊達市 伊達市版生涯活躍のまち推進支援業務委託 30

双葉町 企業誘致推進事業業務委託 30

＜茨城県＞

茨城県 働き方改革・生産性向上個別企業コンサルティング事業業務委託 30

＜栃木県＞

大田原市
大田原市生涯活躍のまち基本計画及び大田原市生涯活躍のまち形成事
業計画策定業務委託

30

＜群馬県＞

群馬県 群馬県公共施設マネジメントシステム構築及び運用保守業務 30

＜埼玉県＞

埼玉県 自立促進モデル事業 30

埼玉県
医療イノベーションプロジェクト推進事業における「医療機器等試作品コンテ
スト」業務委託

30



－  18  －

地方自治体等

－  19  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜千葉県＞

富里市 末廣農場跡地等賑わい拠点整備運営事業にかかる支援業務 30

＜東京都＞

東京都 ＩＣＴ導入・活用支援業務委託 30

東京都 アーバンスポーツゾーン等検討支援業務委託 30

東京都 ラストマイルにおける人流管理設備の検討委託 30

東京都 産業交流拠点（仮称）の整備に関する管理運営等の詳細調査業務委託 30

東京都 税務総合支援システムの最適化に係る調査・提案委託 30

東京都
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市セキュリティ検討
に係る業務委託

30

東京都
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の都市運営体制検
討に係る業務委託

30

東京都
東京２０２０大会開催時の都市オペレーションセンター運営計画及び基本マ
ニュアル作成支援に係る業務委託

30

東京都 東京辰巳国際水泳場の後利用施設の事業性等検討業務委託 30

東京都 東京都災害情報システム基本構想策定等委託 30

東京都
東京都中央卸売市場豊洲市場経営戦略（基本戦略）策定支援業務委
託（その２）

30

東京都 物流の実態に関する調査委託 30

東京都 淀橋市場再整備実現性検証に係る業務委託 30

東京都　警視庁 重要インフラ分野別演習業務委託 30

公立大学法人首都大学東京
産業技術大学院大学のリカレント教育に資する取組に関するニーズ調査委
託

30

公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学の将来ビジョン検討に関する調査委託 30

大田区 地産地消型未利用食品の有効活用に向けた需給調査委託 30

大田区 空港臨海部まちづくり・交通ネットワーク等調査委託 30

豊島区 旧第十中学校跡地活用等事業にかかる公募等支援業務委託 30

町田市 まちだ〇ごと大作戦１８－２０調査・検討業務委託 30

日野市 生涯活躍のまち実施計画推進業務委託 30

多摩市 多摩市地域医療データ分析支援業務委託 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜神奈川県＞

神奈川県
神奈川県次期税務システムの設計・構築に係るプロジェクトマネジメント支
援業務委託

30

神奈川県 未病指標の社会システム化に向けた研究会の運営等業務委託 30

横浜市 横浜文化体育館再整備事業に関するＰＦＩ等アドバイザリー業務委託 30

横浜市 情報システム全体最適化に係る調達仕様書見直し支援業務委託 30

横浜市 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致推進調査委託 30

川崎市 川崎市環境基本計画改訂業務支援委託 30

川崎市 川崎市先端科学技術成長戦略アドバイザリーボード運営業務委託 30

＜新潟県＞

新潟市 新潟市財産経営推進（坂井輪地域）支援業務 30

＜富山県＞

富山県 全天候型体育文化施設等整備・運営に係る基礎調査 30

富山市 集約都市形成計画策定支援業務委託 30

＜山梨県＞

山梨県 新税務システム整備に係る工程管理支援業務委託 30

＜長野県＞

長野県 食のグローバル・マーケティング支援事業（品目別市場戦略の策定） 30

＜静岡県＞

浜松市 浜松市資産経営システム保守運用業務 30

＜愛知県＞

名古屋市 税務総合情報システム再構築管理支援業務 30

蒲郡市 地区個別計画策定支援業務 30

＜大阪府＞

大阪府 大阪府立学校施設の長寿命化に関する方針等作成業務 30

堺市 大浜体育館建替整備運営事業モニタリング支援業務 30
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地方自治体等

顧 客 名 件　　名 年度

＜千葉県＞

富里市 末廣農場跡地等賑わい拠点整備運営事業にかかる支援業務 30

＜東京都＞

東京都 ＩＣＴ導入・活用支援業務委託 30

東京都 アーバンスポーツゾーン等検討支援業務委託 30

東京都 ラストマイルにおける人流管理設備の検討委託 30

東京都 産業交流拠点（仮称）の整備に関する管理運営等の詳細調査業務委託 30

東京都 税務総合支援システムの最適化に係る調査・提案委託 30

東京都
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市セキュリティ検討
に係る業務委託

30

東京都
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の都市運営体制検
討に係る業務委託

30

東京都
東京２０２０大会開催時の都市オペレーションセンター運営計画及び基本マ
ニュアル作成支援に係る業務委託

30

東京都 東京辰巳国際水泳場の後利用施設の事業性等検討業務委託 30

東京都 東京都災害情報システム基本構想策定等委託 30

東京都
東京都中央卸売市場豊洲市場経営戦略（基本戦略）策定支援業務委
託（その２）

30

東京都 物流の実態に関する調査委託 30

東京都 淀橋市場再整備実現性検証に係る業務委託 30

東京都　警視庁 重要インフラ分野別演習業務委託 30

公立大学法人首都大学東京
産業技術大学院大学のリカレント教育に資する取組に関するニーズ調査委
託

30

公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学の将来ビジョン検討に関する調査委託 30

大田区 地産地消型未利用食品の有効活用に向けた需給調査委託 30

大田区 空港臨海部まちづくり・交通ネットワーク等調査委託 30

豊島区 旧第十中学校跡地活用等事業にかかる公募等支援業務委託 30

町田市 まちだ〇ごと大作戦１８－２０調査・検討業務委託 30

日野市 生涯活躍のまち実施計画推進業務委託 30

多摩市 多摩市地域医療データ分析支援業務委託 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜神奈川県＞

神奈川県
神奈川県次期税務システムの設計・構築に係るプロジェクトマネジメント支
援業務委託

30

神奈川県 未病指標の社会システム化に向けた研究会の運営等業務委託 30

横浜市 横浜文化体育館再整備事業に関するＰＦＩ等アドバイザリー業務委託 30

横浜市 情報システム全体最適化に係る調達仕様書見直し支援業務委託 30

横浜市 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致推進調査委託 30

川崎市 川崎市環境基本計画改訂業務支援委託 30

川崎市 川崎市先端科学技術成長戦略アドバイザリーボード運営業務委託 30

＜新潟県＞

新潟市 新潟市財産経営推進（坂井輪地域）支援業務 30

＜富山県＞

富山県 全天候型体育文化施設等整備・運営に係る基礎調査 30

富山市 集約都市形成計画策定支援業務委託 30

＜山梨県＞

山梨県 新税務システム整備に係る工程管理支援業務委託 30

＜長野県＞

長野県 食のグローバル・マーケティング支援事業（品目別市場戦略の策定） 30

＜静岡県＞

浜松市 浜松市資産経営システム保守運用業務 30

＜愛知県＞

名古屋市 税務総合情報システム再構築管理支援業務 30

蒲郡市 地区個別計画策定支援業務 30

＜大阪府＞

大阪府 大阪府立学校施設の長寿命化に関する方針等作成業務 30

堺市 大浜体育館建替整備運営事業モニタリング支援業務 30



－  20  －

地方自治体等

－  21  －

顧 客 名 件　　名 年度

＜兵庫県＞

姫路市 姫路市公共建築物マネジメントシステム構築及び運用支援業務委託 30

＜奈良県＞

奈良県 奈良県大規模広域防災拠点計画準備業務 30

公立大学法人奈良県立医科大学
「ＨＩＶ感染症における医療経済的分析と将来予測に資する研究」の支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「データ科学・疫学・臨床医学の融合による日本の保険診療情報（ＮＤＢ）
の全解析」の支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学 「血友病医療体制研究班」の支援業務 30

公立大学法人奈良県立医科大学
「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究」の
支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
オリンピック・パラリンピック東京大会における食品テロ防止対策事業支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「指定難病患者データベース、小児慢性特定疾病児童等データベースと他
の行政データベースとの連携についての研究」の支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保とリスクコミュニ
ケーションのための研究

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」の支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学 厚労科研ＮＤＢ患者調査 30

＜鳥取県＞

鳥取県 鳥取県基幹システム再構築に係るプロジェクトマネジメント等業務委託 30

＜広島県＞

広島県
広島県税務トータルシステム設計・構築プロジェクト管理（ＰＭＯ）支援等委
託業務

30

＜徳島県＞

徳島県 税務電算システム再構築準備事業業務委託 30

＜香川県＞

香川県 税務システム再構築に係る構築支援業務委託 30

＜福岡県＞

北九州市 下水道１００周年記念事業に係る下水道国際シンポジウム運営業務委託 30

福岡市 福岡市第２期展示場等整備事業ＰＦＩアドバイザリー業務委託 30

田川市　田川市立病院 田川医療圏外部環境分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜鹿児島県＞

鹿児島県 竹バイオマスエネルギー利用可能性調査業務委託 30

＜沖縄県＞

沖縄県 沖縄鉄軌道導入効果等検討業務 30

沖縄県
健康・医療産業活性化事業（沖縄健康・医療産業活性化推進検討委員
会開催に係る業務）

30

＜その他＞

全国知事会 スポーツ施設データベース事業支援業務 30

ふくろい生涯現役促進地域連携協議会 生涯現役促進地域連携事業支援業務委託 30

中部国際空港二本目滑走路建設促進期成
同盟会

中部国際空港航空需要想定調査業務委託 30



－  20  － －  21  －

地方自治体等

顧 客 名 件　　名 年度

＜兵庫県＞

姫路市 姫路市公共建築物マネジメントシステム構築及び運用支援業務委託 30

＜奈良県＞

奈良県 奈良県大規模広域防災拠点計画準備業務 30

公立大学法人奈良県立医科大学
「ＨＩＶ感染症における医療経済的分析と将来予測に資する研究」の支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「データ科学・疫学・臨床医学の融合による日本の保険診療情報（ＮＤＢ）
の全解析」の支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学 「血友病医療体制研究班」の支援業務 30

公立大学法人奈良県立医科大学
「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究」の
支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
オリンピック・パラリンピック東京大会における食品テロ防止対策事業支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「指定難病患者データベース、小児慢性特定疾病児童等データベースと他
の行政データベースとの連携についての研究」の支援業務

30

公立大学法人奈良県立医科大学
新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保とリスクコミュニ
ケーションのための研究

30

公立大学法人奈良県立医科大学
「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」の支援業
務

30

公立大学法人奈良県立医科大学 厚労科研ＮＤＢ患者調査 30

＜鳥取県＞

鳥取県 鳥取県基幹システム再構築に係るプロジェクトマネジメント等業務委託 30

＜広島県＞

広島県
広島県税務トータルシステム設計・構築プロジェクト管理（ＰＭＯ）支援等委
託業務

30

＜徳島県＞

徳島県 税務電算システム再構築準備事業業務委託 30

＜香川県＞

香川県 税務システム再構築に係る構築支援業務委託 30

＜福岡県＞

北九州市 下水道１００周年記念事業に係る下水道国際シンポジウム運営業務委託 30

福岡市 福岡市第２期展示場等整備事業ＰＦＩアドバイザリー業務委託 30

田川市　田川市立病院 田川医療圏外部環境分析業務 30

顧 客 名 件　　名 年度

＜鹿児島県＞

鹿児島県 竹バイオマスエネルギー利用可能性調査業務委託 30

＜沖縄県＞

沖縄県 沖縄鉄軌道導入効果等検討業務 30

沖縄県
健康・医療産業活性化事業（沖縄健康・医療産業活性化推進検討委員
会開催に係る業務）

30

＜その他＞

全国知事会 スポーツ施設データベース事業支援業務 30

ふくろい生涯現役促進地域連携協議会 生涯現役促進地域連携事業支援業務委託 30

中部国際空港二本目滑走路建設促進期成
同盟会

中部国際空港航空需要想定調査業務委託 30



－  22  －

特殊法人等・海外官公庁

顧 客 名 件　　名 年度

＜原子力損害賠償・廃炉等支援機構＞

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 定量的リスク評価手法の高度化 30

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 定量的リスク評価手法の高度化（その２） 30

＜原子力発電環境整備機構＞

原子力発電環境整備機構 地層処分事業に係る関係法令等に関する調査 30

原子力発電環境整備機構 地層処分事業に係る社会的側面に関する調査研究支援の運営 30

原子力発電環境整備機構 地層処分事業に係る地域に与える経済的影響に関する調査 30

＜日本放送協会＞

日本放送協会 「ＮＨＫグループＩＴリスク調査」ＮＨＫ全部局結果一覧表作成作業 30

日本放送協会 ＮＨＫグループ「ＩＴリスク調査」コンサルティング業務 30

日本放送協会 衛星放送受信普及数調査 30

＜日本中央競馬会＞

日本中央競馬会 シングルソース調査（追跡調査：第２回）業務 30

日本中央競馬会 シングルソース調査（追跡調査：第３回）業務 30

日本中央競馬会 情報集積・分析システムに取込むデータの収集・調査業務 30

＜株式会社　日本銀行＞

日本銀行 経費・物品関係システムの更改・改修にかかる設計書等の検証作業 30

日本銀行 国際収支システムの更改および改修にかかる設計書の検証作業等 30

＜日本下水道事業団＞

日本下水道事業団 放射性物質を含む保管乾燥汚泥の搬出及び関連調査委託業務 30

＜海外官公庁＞

(財)資訊工業策進會　産業情報研究所 Industrial Technology Infrastructure Research & Intelligence Service 30

(財)資訊工業策進會　産業情報研究所 AI Pilot Project 30

ミャンマー中央銀行
The Consulting Service for the Project for the Development of
Financial Market Infrastructures

30



弊社の調査・研究、プロジェクトのご相談、その他営業に関するお問い合わせ先

営業業務室 TEL ０３（６７０５）６００３

FAX ０３（５１５７）２１６３

E-mail eigyo@mri.co.jp

株式会社 三菱総合研究所

〒100-8141　東京都千代田区永田町二丁目１０番３号

URL：　https://www.mri.co.jp

建設コンサルタント（国土交通省）　　　　　　　  建30第3621号　平成30年11月21日登録

一級建築士事務所（東京都）　 東京都知事登録第59004号　平成30年10月25日登録

弊社は、環境経営、顧客満足重視の経営、信頼される経営を目指し、

２００２年１２月、ISO14001（環境マネジメントシステム規格）及び

ISO9001(品質マネジメントシステム規格)の認証を取得しました。

同時に、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの

要求事項（JISQ15001）を満たす企業としてプライバシーマーク付与の

認定を受けました。

また厚生労働大臣から、次世代法に基づく子育てサポート企業として

２０１４年１月に「くるみん」を、女性活躍推進法に基づく取り組み状況が

優秀な事業主として２０１６年８月に「えるぼし」を認定されています。

くるみん えるぼし

弊社は、環境経営、顧客満足重視の経営、信頼される経営を目指し、

２００２年１２月、ISO14001（環境マネジメントシステム規格）及び

ISO9001(品質マネジメントシステム規格)の認証を取得しました。

同時に、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの

要求事項（JISQ15001）を満たす企業としてプライバシーマーク付与の

認定を受けました。

また厚生労働大臣から、次世代法に基づく子育てサポート企業として

２０１４年１月に「くるみん」を、女性活躍推進法に基づく取り組み状況が

優秀な事業主として２０１６年８月に「えるぼし」を認定されています。
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