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産業振興・地域振興政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
経済産業省
経済産業省
経済産業省
総務省
総務省

令和2年度 流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業
（省力化店舗実現可能性検討事業）
令和２年度中小企業実態調査事業 （新たな地域経済産業政策の在り方の
検討に向けた調査）
令和２年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（Ｉ
ｏＴ技術を活用した食品ロス削減事業）
個人のライフスタイル等に着目したＡＩの利活用の展望に関する調査研
究の請負
戦略的情報通信研究開発推進事業に係る広報等社会還元支援業務

内閣府

令和２年度「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 （地域
中小企業支援機関における経営支援人材育成の実証事業）」
「沖縄力発見創造事業」に係る調査等

農林水産省

令和２年度農業経営・改善支援調査委託事業

復興庁
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大
学
独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）
秋田県

令和２年度地域づくりハンズオン支援事業

中小企業庁

大企業のイノベーション経営の取り組み状況に関する調査事業
原子力科学技術におけるオープンイノベーション促進支援業務
スマートフラワーチェーンを担うIoTを活用したトルコギキョウの効率計
画生産体系の実証
令和2年度ポストコロナ社会への対応に向けた研究開発構想作成業務

長崎県

東海エリアにおけるスタートアップ、ベンチャーエコシステム構築の動
向調査
アジア新興国における競争力強化に資するスタートアップ投資に関する
調査
R2 秋田県園芸メガ団地花きスマート農業実証プロジェクト
令和２年度航空関連産業クラスター形成促進プロモーション・調査事業
委託業務
次世代イノベーション創出プロジェクト2020 技術・製品開発動向調
査等委託
未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクトに関するプロジェクト
支援機関業務委託
令和2年度次世代イノベーション創出プロジェクト2020 技術・製品
開発動向基礎調査委託（新しい日常／DX)
長崎県における航空機関連産業振興に向けた調査業務委託

加賀市

スマートシティ加賀推進実施計画策定等業務

川崎市

南渡田地区拠点整備等に向けた検討業務委託

気仙沼市

地方創生に関するアンケート集計業務

気仙沼市

地方創生に関するアンケート分析業務

熊谷市

熊谷スマートシティ実行計画策定業務委託

浜松市

Webベンチャーイベント事業

浜松市

江戸川区

実証実験サポート事業
令和2年度浜松市デジタル・スマートシティ構想策定及び官民連携プ
ラットフォーム運営支援業務
SDGs活動企業支援融資検討業務委託

豊島区
公益財団法人北海道科学技術総合振興セ
ンター
特定非営利活動法人 映像産業振興機構

SDGs推進に係る調査・分析業務
令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）事業化支援
事業（オープンイノベーション促進事業）業務の支援業務
文化芸術収益力強化事業の成果の分析及び報告書作成支援

沖縄県
東京都
東京都
東京都

浜松市
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〔２０１９年度〕
経済産業省

経済産業省近畿経済産業局

令和元年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）
令和元年度産業技術調査事業（産学融合拠点におけるマッチング・プ
ラットフォーム創出のための調査・分析）
令和元年度地域中核企業ローカルイノベーション支援事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構

よろず支援拠点実態調査及び今後の課題抽出調査・分析及び提案

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

復興庁

原子力科学技術におけるオープンイノベーション促進支援業務
オープンイノベーションの推進及び 公共調達へのスタートアップ参入促
進に関する調査
被災地域企業新事業ハンズオン支援事業

復興庁

平成３１年度地域づくりハンズオン支援事業

沖縄県

沖縄県航空関連産業クラスタープロモーション支援業務

加賀市

スマートシティ構想策定業務

琴浦町

琴浦町「道の駅」活性化計画策定業務

室蘭市

次期観光振興計画作成支援業務

秋田県

秋田県園芸メガ団地花きスマート農業実証プロジェクト

浜松市

実証実験サポート事業

経済産業省

内閣府

〔２０１8年度〕

経済産業省近畿経済産業局

平成30年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（新たな社会課題
解決サービスに係る調査）
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（日本版ブロー
ドウェイ構想に関する基盤調査）
地域中核企業創出・支援事業（農業）

経済産業省四国経済産業局

地域中核企業創出・支援事業（観光）

総務省

海外の人口減少地域に対する施策に関する調査研究業務の請負

復興庁

被災地域企業新事業ハンズオン支援事業

復興庁

福島12市町村におけるスポーツ等による地域活性化に関する調査業務

復興庁

平成30年度地域づくりハンズオン支援事業（専門家派遣型）

復興庁
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
埼玉県

平成30年度復興人材の確保及び運用に関する調査
研究開発型ベンチャー支援事業／我が国における研究開発型ベンチャー
エコシステム構築に係る検討

静岡県

静岡県における土地利用の現状と将来像に関する基礎調査業務委託

東京都

静岡市

国家戦略特区を活用した農家レストランに関する調査
次世代イノベーション創出プロジェクト2020 技術・製品開発動向基
礎調査
未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクトに関するプロジェクト
支援機関業務
宮川・水上地区地権者及び進出事業者コーディネート業務

田村市

福島復興産業人材育成塾企画・運営業務

浜松市

ファンドを活用したベンチャー支援準備事業

経済産業省
経済産業省

東京都
東京都

きく類生産・流通イノベーションによる国産シェア奪還
生果実（いちご）における輸出相手国の残留農薬基準値に対応した防除
体系等の経営評価業務
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「新たな植物保護技術」
の経営評価業務
SIP型植物工場の事業計画モデルの策定と経営評価(2018)
国家戦略特別区域活用検討調査・提案企画業務委託
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公益社団法人福島相双復興推進機構
公益社団法人福島相双復興推進機構
札幌市

川内村における魅力的なむらづくりを進めるための運営組織の設立に向
けた支援業務
田村市の観光基本計画の策定支援及び企業誘致戦略の策定支援業務
平成30年度 札幌における再生医療研究の実用化に向けた周辺産業等調
査業務

〔２０１7年度〕
経済産業省

中国経済産業局

総務省
復興庁
復興庁
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
中小企業基盤整備機構
農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構

ベトナム南部への水産インフラ導入調査
平成29年度「お試しサテライトオフィス」モデル事業の進捗調査及び成
果分析等の請負
地域づくりハンズオン支援事業
平成29年度復興人材の確保及び運用に関する調査
Japan OPEN Innovation Platform 2017
平成29年度よろず支援拠点の評価作業等に係る業務請負
きく類生産・流通イノベーションによる国産シェア奪還

戦略的イノベーション創造プログラム(次世代農林水産業創造技術)「収
量や成分を自在にコントロールできる太陽光型植物工場」
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「新たな植物保護技術」
の経営評価業務
戦略的イノベーション創造プログラム(次世代農林水産業創造技術)「情
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総
報通信制御の連携機能を活用した農作業ンステムの自動化・知能化によ
合研究機構（再委託）
る省力・高品質生産技術
沖縄県
航空機関連産業クラスター形成調査業務
東京都

次世代イノベーション創出プロジェクト2020
技術・製品開発動向基礎調査

長崎県

長崎県の産業活性化へ向けた調査業務

山梨県

地域経済分析システム(RESAS)普及促進業務委託

神戸市

神戸市

さいたま市

さいたま市ＭＩＣＥ誘致戦略策定業務

静岡市

大谷・小鹿地区（宮川・水上エリア）民間活力導入検討業務

田村市

福島復興産業人材育成塾企画・運営業務

南アルプス市

芦安グランドデザイン策定委託業務

全国商工会連合会

平成29年度

知的交流拠点ニーズ調査

全国商工会連合会事業評価支援業務
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〔２０１6年度〕
国土交通省

イノベーション創出と都市構造・都市間連携のあり方等検討調査

文部科学省 科学技術・学術政策研究所

地域イノベーションに関する調査

復興庁

自治体版ハンズオン支援事業（コミュニティ関係）

復興庁

自治体版ハンズオン支援事業（産業・生業関係）

復興庁

復興庁

被災地域企業新事業ハンズオン支援業務
福島12市町村の生業（なりわい）再生・創出を担う中核的な産業人材育
成・活躍モデル構築業務
平成２８年度自治体版ハンズオン支援事業（二次募集）

株式会社国際協力銀行

産業用ロボット業界動向に関する調査に係る業務委託一式

株式会社国際協力銀行

出資・劣後融資に関する調査に係る業務委託一式
トランスディスシプリナリー研究の方法論によるRISTEX研究開発領域
の分析・体系化

復興庁

国立研究開発法人科学技術振興機構
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
青森県

Japan OPEN Innovation Platform 2016
平成28年度青森県モーダルシフト可能性調査業務

神奈川県

企業誘致調査提案事業業務委託

北海道

環境産業販路確立総合対策事業委託業務

宮城県

仙台港周辺地域の賑わい創出に係る調査検討業務

宮城県

仙台港周辺地域の賑わい創出に係る調査検討業務

岡崎市

産業支援機能強化対策業務

玉村町

飯舘村

地域再生計画策定支援業務
次世代産業しごとづくり受け皿整備プロジェクト及び情報発信プロジェ
クト業務委託
平成２８年度飯舘村営農再開検討会議運営支援業務

佐賀商工会議所

佐賀市中心市街地官民連携まちづくり勉強会

静岡県

平成28年度県民幸福度調査業務委託

全国商工会連合会

平成28年度

福島県相双農林事務所

15-36260-0069 福島調査2701業務調査

福島県相双農林事務所

福島調査２８０１業務調査

安八町

全国商工会連合会事業評価支援業務
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復興支援地区

復興支援地区

2

医療・福祉・ヘルスケア政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省四国経済産業局
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

令和元年度補正認知症共生等を通じた予防・健康づくり基盤整備事業
令和２年度ヘルスケアサービス社会実装事業（需要環境整備及び産業創
出支援等事業）
令和２年度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（経
済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（第四次産業革命時代にお
けるヘルスケアサービス分野のDX等に関する調査研究））
令和２年度地域資源を活用した持続的なヘルスケアビジネス創出等に関
する調査
ユニットリーダー研修等オンライン化に係る調査事業一式
我が国における次世代の国民の健康づくり施策の支援のあり方に関する
調査等一式
介護現場における効果的な職場体験、インターンシップの実施に関する
調査研究事業
介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事
業
介護支援専門員研修等オンライン化等普及事業

厚生労働省

介護施設等における安全管理体制等のあり方に関する調査研究事業
自治体による認知症の人の事故を補償する民間保険への加入支援に関す
る調査研究事業
第８期に向けた介護人材の需給推計ワークシートの開発に関する調査研
究事業
保険外サービス活用推進に関する調査研究事業
令和2年度老健事業 サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケア
プラン作成に向けた調査研究
令和2年度老健事業 高齢者向け住まいにおける介護保険サービスと介護
保険外サービスの実態に関する調査研究
令和2年度老健事業 地域ニーズを踏まえた専門職確保に向けた調査研究
事業
令和2年度老健事業 認知症官民連携プラットフォームの普及に向けた調
査研究事業
令和2年度老健事業 車椅子における座位保持等と身体拘束と の関係に
ついての調査研究
ユニットケアに係る研修のあり方に関する調査研究事業

スポーツ庁

Sport in Life推進プロジェクト

内閣府

FAO/WHOによる新たな食品中の微生物リスク評価手法に関する調査
「新型コロナウイルス感染症流行が生活習慣や健康に及ぼす影響の実態
把握に向けた 研究 女性への健康支援の観点から 」 における調査等実施
支援業務

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

国立研究開発法人国立がん研究センター
国立研究開発法人日本医療研究開発機構

AMED医療機器シーズマッチングイベント推進支援業務

東京都

自然を活用した東京都版保育モデルの検討に係る企画・運営等業務委託

東京都

将来の高齢者像と社会参加促進策に関する企画立案等業務委託
選択的介護モデル事業の運営及び効果等検証並びに都内全域への事業展
開に係る業務委託
東京の保育の現状と課題に関する調査・分析業務委託

東京都
東京都
東京都

姫路市

保育事業者の事務負担軽減等に関する調査・分析業務委託
令和２年度データを活用した「次世代ウェルネスソリューション」の構
築支援業務委託
家島地域施設整備方針検討調査業務

美馬市

美馬市版ソーシャルインパクトボンド効果検証・改善支援業務

東京都
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公益財団法人日本住宅総合センター
公益財団法人東京市町村自治調査会
一般社団法人Medical Excellence
JAPAN
総合型地域スポーツクラブ特定非営利活
動法人 チャレンジゆうAchi
米国研究製薬工業協会(PhRMA)

高齢者等が暮らし続けられる住まいのあり方に係る検討
「SIBを活用した社会的課題の解決と行政コストの削減に関する調査研
究」に係る業務委託
令和二年度 日本における医療の強み調査支援
令和2年度スポーツスペース・ボーダレスプロジェクト（学校体育施設の
有効活用推進事業）に係る検討業務
NHI.EE project（Explanation, hearing, and opinion exchange）

〔２０１９年度〕
厚生労働省

介護事業所の認証評価制度の普及に関する調査研究事業

厚生労働省

居宅（介護予防）サービス計画に位置付けたサービス内容の実態に関す
る調査研究事業

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

次世代の我が国公衆衛生施策の在り方に関する調査等一式
第８期に向けた介護人材の需給推計ワークシートの開発に関する調査研
究事業
地域ケア会議に関する総合的なあり方検討のための調査研究事業

厚生労働省

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園における効果的な
業務運営等に関する調査研究

厚生労働省

平成31年度被災３県心のケア総合支援調査研究等事業

厚生労働省

北海道における地域包括ケア関連産業の社会実装に関する調査研究事業

厚生労働省

令和元年度度老健事業

厚生労働省

令和元年度老健事業 高齢者住まいにおけるACPの推進に関する調査研
究事業（テーマ72）

厚生労働省

令和元年度老健事業 認知症に関する官民連携プラットフォーム構築に
関する調査研究事業（テーマ110）

厚生労働省

令和元年度老健事業 認知症高齢者の行方不明時における広域での支援
体制構築に関する調査研究事業

厚生労働省

令和元年度老健事業追加協議
関する調査研究

経済産業省

令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（バイオベン
チャー企業価値評価・上場制度設計調査）

経済産業省
経済産業省
スポーツ庁

保険外サービス活用促進に関する調査研究事業

22.海外認知症予防ガイドラインの整理に

平成３１年度「健康寿命延伸産業創出推進事業（ヘルスケア産業整備等
事業）」
令和元年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進及び生涯
現役社会に向けた事業環境整備等事業）
2019年度武道等指導充実・資質向上支援事業（テーマ2：支援体制の強
化）

スポーツ庁

スポーツ推進企業の認定等による普及啓発事業

スポーツ庁

地方自治体におけるスポーツ実施率向上のための基盤構築

スポーツ庁

中央競技団体による普及・マーケティング戦略策定・実施支援事業

姫路市

生涯現役社会の実現のための新たな業務手法の調査業務委託

姫路市

姫路市第二次生涯現役推進計画策定支援業務

一般社団法人Medical Excellence JAPAN

「日本医療の強みと言える手術の方法や治療の方法等」を明らかにする
調査

米国研究製薬工業協会(PhRMA)

NHI Efficiency and Effectiveness project
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〔２０１8年度〕
厚生労働省

介護支援専門員研修改善に係る調査等一式
介護事業所の認証評価制度の普及に向けたガイドラインの策定に関する
調査研究事業
第8期に向けた介護人材の需給推計ワークシートの開発に関する調査研究
事業
特別養護老人ホームにおける更なるサービスの提供の在り方に関する調
査研究事業
平成30年度被災３県心のケア総合支援調査研究等事業

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

厚生労働省

老健事業三次公募 認知症施策における官民連携の好事例に関する調査
研究事業
老健事業三次公募「特別養護老人ホームにおける効率的なサービス提供
体制に関する調査研究」
適切なケアマネジメント手法の策定に向けた調査研究

厚生労働省

妊娠・出産に当たっての適切な栄養・食生活に関する調査

厚生労働省
厚生労働省

生涯現役社会の実現に向けた健康・医療産業の競争力強化に関する調査
事業
平成30年度地域中核企業創出・支援事業（リハビリロボットを活用した
歩行トレーニングのアウトカム評価）

経済産業省
経済産業省
経済産業省

平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進等事業）

スポーツ庁

平成３０年度産業経済研究委託事業（新たな経済社会システムに対応し
た社会保障のあり方に関する調査研究）
広域関東圏における健康情報の利活用促進を通じたヘルスケアビジネス
創出に関する競争環境整備調査
平成３０年度地域中核企業創出・支援事業（他地域中核企業等との広域
連携を核とした広域関東圏ヘルスケア産業創出・育成推進事業）
平成30年度 次世代型ヘルスケア関連産業の事業モデル創出に関する調
査
ヘルスケア分野のハンズオン事業化支援人材育成および事業者連携支援
事業
スポーツ人口拡大に向けた官民連携プロジェクト・ビジネスパーソン向
け国民運動（スポーツ推進企業の認定等による普及啓発事業）
女性スポーツ推進事業における女性のスポーツ参加促進事業

東京都

「選択的介護」新サービスモデル事業実施の企画運営等業務委託

神奈川県

未病産業研究会分科会組成支援・運営業務

島根県

島根ヘルスケアビジネス創出支援業務

本巣市

子供の運動習慣アップ支援事業
中央競技団体（NF）の経営基盤強化（ガイドライン策定） にかかる支
援業務

経済産業省
経済産業省

関東経済産業局

経済産業省

関東経済産業局

経済産業省

四国経済産業局

経済産業省

中国経済産業局

スポーツ庁

公益財団法人日本オリンピック委員会
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〔２０１7年度〕
厚生労働省

介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する調査研究事業

厚生労働省

介護人材確保にかかる調査研究

厚生労働省

総合的な放課後児童対策のあり方に関する調査研究

厚生労働省

地域力強化および包括的な相談支援体制構築の促進に関する調査研究

厚生労働省（再委託）

地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業

厚生労働省（再委託）

適切なケアマネジメント手法の策定に向けた調査研究事業

厚生労働省（再委託）

妊産婦への食育推進に関する調査

厚生労働省（再委託）

地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向
上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業

厚生労働省（再委託）

経済産業省

関東経済産業局

介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業
平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進・環境整
備等事業）
平成２９年度産業経済研究委託事業（ＩｏＴ技術を活用した働き方改革
における健康確保に係る調査）
ヘルスケア中核企業創出・支援事業

経済産業省

四国経済産業局

四国保険外サービス調査

経済産業省

中国経済産業局

ヘルスケア地域中核企業創出・支援事業

経済産業省
経済産業省

スポーツ庁
スポーツ庁
スポーツ庁

スポーツ参画促進好事例調査
スポーツ政策調査研究事業（スポーツを通じた女性の活躍促進のための
現状把握調査）
スポーツ関連新事業創出支援事業（スポーツ指導環境改善に関する調査
事業）

東京都（再委託）

「選択的介護」モデル事業実施に向けた事業継続・検証可能性等検討等
支援業務委託

島根県

島根県ヘルスケア創出支援業務

広島県

広島県ヘルスケア事業化支援業務

玉野市

たまの版CCRsea における事業者選定、基本計画策定業務

和光市（再委託）

和光市健康・障害・食育・自殺予防に係る計画策定支援業務
選択的介護モデル事業実施に向けたデータ精査・分析アドバイザリー業
務

豊島区

〔２０１6年度〕
経済産業省

平成２８年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営・健康投資普及
推進等事業）
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3

電子行政・情報化政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
総務省

総務省全体管理組織支援業務の請負

総務省

デジタル専門人材の確保に係るアンケートのデータ整理の請負
自治体情報システムのクラウド化に関する取組状況等の調査のデータ整
理の請負
情報通信基盤に特化した無電柱化の推進に資する調査研究の請負

総務省
総務省
総務省

文化庁

情報システム経費調査に係るデータ整理の請負
不動産登記簿と固定資産管理台帳の突合における不動産番号の活用に向
けた調査研究
個人クリエーターの権利情報集約化及び利用円滑化のための調査研究

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学

デジタルユニバーシティ構想策定支援に係る調査

東京都

税務総合支援システムの機器更改に係る支援委託

東京都

経理事務の見直し及び財務会計システム再構築に係る調査委託

尼崎市

情報システム調達プロセス改善業務委託

さいたま市

さいたま市情報化推進業務

下野市

下野市情報化投資等アドバイザー業務

下野市

下野市学校情報化支援業務

下野市

下野市情報セキュリティ内部監査支援業務

埼玉県東南部都市連絡調整会議事務局

AI・RPAにかかる調査研究業務

杉並区

情報化経費精査支援業務

中野区

中野区地域情報化推進計画策定支援業務

練馬区

総合情報化顧問および最高情報セキュリティアドバイザ業務

内閣官房

〔２０１９年度〕

総務省

「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業における支
援業務の請負及び調査検討
ＡＩの利活用の展望及びＡＩ利活用ガイドラインの適用に関する調査研
究の請負
オンサイトの利用に関する普及促進事業の請負
スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱いに係
る調査・分析等の請負
ブロックチェーン技術等を活用したネット同時配信等に係る権利処理の
迅速化・円滑化 方策に関する調査研究の請負
情報通信基盤の整備・維持管理に関する調査研究の請負

総務省

総務省全体管理組織支援業務の請負

内閣府

平成31年度

防衛省

多重通信網の周波数移行進捗管理等

さいたま市

さいたま市情報化推進

下野市

下野市情報セキュリティ内部監査支援業務

下野市

平成31年度下野市学校情報セキュリティポリシー策定支援業務

下野市

平成31年度下野市学校情報化支援業務

下野市

平成31年度下野市情報化投資等アドバイザー業務

戸田市

情報システム調達支援業務

港区

H31_学校情報化推進アドバイザー委託

総務省
総務省
総務省
総務省
総務省

準天頂衛星システムの事業監理等調査
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杉並区

住民情報系システム再構築に関する調達支援業務委託

杉並区

情報化経費精査支援業務委託

仙台市

仙台市クラウド導入等検討支援業務

尼崎市

情報システム調達プロセス改善業務

柏市

柏市ICTアドバイザー業務委託
総合情報化顧問(CIO補佐官）及び最高情報セキュリティアドバイザー業
務

練馬区

〔２０１8年度〕

内閣府

IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム社会実装推進事業における支援業
務の請負及び調査検討
スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱いに係
る調査・分析の請負
平成30年度放送コンテンツの権利処理の実態及び新たな技術を活用した
放送コンテンツの流通インフラ整備に関する調査研究の請負
平成30年度「準天頂衛星システムの事業監理等調査」

防衛省

多重通信網の周波数移行に係る部外との調整支援等

警視庁

総務・警務系システム統合に係る支援業務

総務省
総務省
総務省

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構

高齢業務システムサーバ更改に係るコンサルティング等業務
障害者雇用事例リファレンスサービス等Webサイト調達に係るコンサル
ティング等業務

宮城県

働き方改革推進コンサルティング業務

秋田市

秋田市基幹系システム支援業務

浦安市

浦安市_情報システム調達支援

さいたま市

さいたま市情報化推進業務

下野市

下野市情報化投資等アドバイザー業務

仙台市

生活衛生情報処理システム調達計画策定等支援業務委託

戸田市

情報システム調達支援業務

杉並区

情報化経費精査支援業務委託

杉並区

全体部課長会研修

港区

H30港区学校情報化アドバイザー

〔２０１7年度〕

総務省

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（分散型
システムに対応した技術・制度等に係る調査）
IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム 社会実装推進事業における支援
業務の請負及び調査検討
スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱いに係
る調査・分析の請負
H29総務省全体管理組織支援業務

総務省

地方公共団体におけるクラウド導入の加速化に向けた調査研究業務

内閣府
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構

平成29年度「準天頂衛星システムの事業監理等調査」
障害者雇用支援ネットワークシステムの開発及び構築に係るコンサル
ティング等業務
障害者雇用事例リファレンスサービス等Webサイト調達に係るコンサル
ティング等業務
秋田市基幹系システム調達仕様書作成および調達支援業務委託（平成29
年度）
情報システム調達プロセス改善業務委託

経済産業省
総務省
総務省

秋田市
尼崎市
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柏市

柏市ICTアドバイザー業務委託

下野市

下野市情報化投資等アドバイザ業務

下野市

下野市学校情報化検討支援業務

戸田市

情報システム調達支援業務

杉並区

住民情報系システム再構築に関する調達支援業務委託

杉並区

情報セキュリティインシデント対応計画策定支援業務委託

杉並区

情報化経費精査支援業務委託
平成29年度練馬区総合情報化顧問（CIO補佐官）および最高情報セキュ
リティアドバイザ業務委託
H29港区学校情報化アドバイザー

練馬区
港区
〔２０１6年度〕
経済産業省

社会的利益と経済的利益の双方を追求する事業者に関する実態調査

経済産業省

平成28年度IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業 （中小企業
等における健康情報等を活用した行動変容推進に関する調査）

経済産業省

準天頂衛星システムを利用したインフラ輸出事業可能性調査

総務省

AIネットワーク化調査研究

総務省

プログラミング教育事業者等の現状に関する調査研究に係る請負

総務省

公共クラウドの活用促進に向けたモデル実証事業等の請負

内閣府

宇宙開発利用の調査分析・戦略立案機能形成のための調査

内閣府

平成28年度「準天頂衛星システムの事業監理等調査」

内閣府

平成28年度小さな拠点及び地域運営組織形成による効果分析業務

東京都

オープンイノベーションに関する現状調査

東京都

システムライフサイクル管理の標準化支援業務委託

尼崎市

情報システム調達プロセス改善業務

浦安市

情報システム関連業務分析委託

下野市

下野市学校情報化支援業務委託

下野市

H28下野市情報化投資等アドバイザー

戸田市

情報システム調達支援等業務

杉並区

情報化経費精査支援業務

杉並区

住民情報系システム再構築に関する調達支援業務委託

練馬区

平成28年度練馬区総合情報化顧問（CIO補佐官）および最高情報セキュ
リティアドバイザ業務委託

港区

H28港区学校情報化アドバイザー

11

4

環境・エネルギー政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
環境省
環境省
環境省
環境省
環境省
環境省
資源エネルギー庁
資源エネルギー庁
資源エネルギー庁
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
東京都
長野県

令和２年度ESG 金融ステップアップ・ プログラム推進事業における グ
リーンファイナンス・ポータルサイト 整備委託業務
令和２年度ファッションと環境に係る調査委託業務
令和２年度脱炭素社会形成行動の主流化推進事業委託業務
令和２年度地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事
業に係る調査・検討委託業務
令和2年度低炭素電源のための新システム動向調査委託業務
令和２年度農薬の陸域生活環境動植物リスク評価等調査業務
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業（エ
ネルギーに影響を与える国内外の経済社会動向に関する調査）
令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（今後の次世代電
力ネットワーク及びネットワークビジネスの在り方に関する調査）

令和２年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（需給一体型
の再生可能エネルギー活用モデルに関する広報事業）
２０２０年度国際実証の適用技術の普及可能性に係る分析、書類作成、
分析結果の説明
令和２年度東京グリーンボンド発行に向けた評価取得等に係る業務委託

札幌市

地域新電力事業化にかかる基礎検討支援業務
令和２年度企業局電気事業の売電方法に係る調査検討業務（小規模修正
業務）
令和２年度 石狩市における再エネ地産地消による域内循環創出・地域
づくりイノベーション事業委託業務
大館クリーンセンター基幹的設備改良工事・運営事業モニタリング支援
業務
岡崎市スマートコミュニティモデルプロジェクト支援業務
柏市清掃工場長期責任委託事業 運営モニタリングの支援業務委託（北部
R2）
柏市第二清掃工場運営管理委託事業 運営モニタリングの支援業務（南部
R2）
令和２年度「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画（エネルギー
ビジョンを含む）」の策定支援業務委託
水素サプライチェーンを軸とした地域循環共生圏検討業務

横浜市

中長期的な環境政策の立案にかかる調査・検討業務委託

横浜市

汚泥資源化センター等包括的管理委託更新に伴う調査業務委託

稚内市

脱炭素型地域づくりモデル形成事業

弟子屈町

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業コーディネート業務

二宮町

二宮町ウッドチップセンター運営モニタリング委託
令和2年度平塚市リサイクルプラザ施設運転管理委託における包括的民間
委託に係るモニタリング業務委託

長野県
石狩市
大館市
岡崎市
柏市
柏市
熊本市

平塚市

12

〔２０１９年度〕
環境省
環境省
環境省
環境省
環境省
岡崎市
京都府
石狩市
千葉市
弟子屈町
一般社団法人日本原子力産業協会

平成３１年度ESG 金融ステップアップ・ プログラム推進事業における
グリーンファイナンス・ポータルサイト 整備委託業務
平成31年度低炭素電源のための新システム動向調査委託業務
平成３１年度農薬の花粉媒介昆虫に対する環境影響調査等事業（企画支
援業務）
令和元年度 脱炭素社会形成行動の主流化推進事業委託業務
令和元年度地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事
業に係る調査・検討委託業務
岡崎市スマートコミュニティモデルプロジェクト支援業務
LNG基地整備等に係る講演及び関係事業者へのヒアリング業務
石狩市における再エネ地産地消による域内循環創出・地域づくりイノ
ベーション事業委託業務
千葉市北清掃工場長期責任委託事業の契約更新に向けた検討支援業務
（令和元年度）
弟子屈町エネルギー地産地消事業化モデル支援コーディネート業務
原子力発電に係る産業動向調査2019（2018年度調査）実施に伴う支
援業務

〔２０１8年度〕
環境省
環境省
環境省

平成30 年度農薬の花粉媒介昆虫に対する環境影響調査等事業（企画支
援業務）
平成30年度 脱炭素社会形成行動の主流化推進事業委託業務

国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構
京都府

平成30年度低炭素電源のための新システム動向調査
平成30年度石油産業体制等調査研究（我が国の燃料政策におけるバイオ
燃料等の在り方に関する調査）
イノベーション・エコシステム形成に資するディレクションに関する調
査
京都舞鶴港LNG基地等整備に係る関係事業者フォロー業務

京都府

浮体式LNG基地整備等に係る調査業務

東京都

東京グリーンボンド発行に向けた評価取得等に係る業務委託

長野県

企業局電気事業の売電方法に係る調査検討業務委託

大館市

H30大館市一般廃棄物処理委託事業延長に関する支援業務

神戸市

札幌市

水素の環境価値取引の制度設計及び普及促進に向けた調査検討業務
地域の低炭素エネルギーを有効活用する仕組みの構築に向けた事業化検
討業務
札幌市内におけるエネルギー利用に関する施策検討の支援業務

札幌市

平成30年度真駒内駅前地区スマートコミュニティ検討業務

熊本県小国町

小国町自治体SDGs推進事業管理及び総合調整等業務

弟子屈町

一般社団法人産業環境管理協会

エネルギー地産地消事業化モデル支援コーディネート業務
平成３０年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業に係るグリーン
ボンド発行促進プラットフォーム整備支援業務
（環境省）低炭素な都市・地域づくりモデル形成事業

一般財団法人日本規格協会

サステナブルファイナンスのISO規格化

資源エネルギー庁

神戸市

公益財団法人地球環境戦略研究機関
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〔２０１7年度〕
環境省

平成29年度低炭素電源のための新システム動向調査委託業務

環境省

平成２９年度農薬の生態影響評価等調査委託業務

環境省

平成29年度地球温暖化対策等基礎情報収集整理委託業務

国土交通省

H29まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業
平成２９年度石油等の安定供給確保に関する調査 （我が国の燃料政策に
おけるバイオ燃料等のあり方に関する調査）
AI・IoT等の技術革新が系統・発電・小売部門に与える影響と求められる
新たなビジネスモデル等に関する調査
再生可能エネルギーの導入拡大等に伴う新たなエネルギービジネスモデ
ル・エネルギーサービス等に係る調査
平成29年度 広域廃棄物処理施設整備におけるＰＰＰ手法導入に関する
高度専門家による調査検討支援業務（南伊豆町）
平成２９年度「地域内や観光地における電動小型低速車の活用に向けた
調査検討」
京都舞鶴港LNG基地等整備に係る勉強会開催業務

資源エネルギー庁
資源エネルギー庁（再委託）
資源エネルギー庁（再委託）
内閣府
交通エコロジー・モビリティ財団
京都府
京都府

東京都（再委託)

平成29年度京都府LNGプロジェクトポテンシャル調査・分析業務
平成29年度京都舞鶴港スマート・エコ・エネルギーマスタープラン作成
業務
グリーンボンド発行に向けた認証等に係る業務委託

鳥取県

県営発電施設ＰＦＩ手法検討調査及び導入可能性調査業務

長野県

平成29年度

北海道

環境産業販路確立総合対策事業委託

石狩市

神戸市

エコプロ2017 出展企画等委託業務
浦安市廃棄物処理施設長期包括責任委託事業モニタリング支援業務委託
(H29)
H29大館市一般廃棄物処理委託事業延長協議に関する基本方針検討業務
倉敷市･資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業に係る契約管理支援業務
(H29)
水素エネルギーをはじめとした 神戸市における地域エネルギーの有効活
用に向けた 検討支援及び発信業務
水素の環境価値が取引可能な仕組みの検討業務

さいたま市

（仮称）さいたま版グリーンニューデール事業化検討・準備業務

札幌市

真駒内スマートコミュニティ検討業務

弟子屈町

エネルギー地産地消事業化モデル支援コーディネート業務
八郎潟町分散型エネルギーインフラプロジェクト（マスタープラン策定
事業）業務委託
美浜町エネルギービジョン事業化計画策定業務
浦和美園地域における地産地消型再生可能エネルギー活用マスタープラ
ン策定事業に対する調査支援請負業務
Ａ焼却施設運営モニタリング準備支援業務委託(H29)

京都府

浦安市
大館市
倉敷市
神戸市

八郎潟町
美浜町
一般社団法人美園タウンマネジメント
長野広域連合

春近発電所ＰＦＩ基本構想・実施方針検討調査業務
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〔２０１6年度〕
環境省

平成２８年度農薬の生態影響評価等調査委託業務

環境省

平成28年度地球温暖化対策等基礎情報収集整理委託業務

国土交通省

まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業

独立行政法人国際協力機構（再委託）

水道民活研究

京都府

舞鶴－三田間ガス需要ポテンシャル調査

京都府

関西圏等のガス需要調査
次世代イノベーション創出プロジェクト2020 技術・製品開発動向基
礎調査委託（環境・エネルギー）
晴美五丁目西地区第一種市街地再開発事業及びその周辺におけるエネル
ギー事業計画の検討支援業務委託
舞鶴－三田間ガス需要ポテンシャル調査

東京都
東京都
兵庫県
石狩市

神戸市(再委託）

石狩市水素戦略構想策定業務委託
平成２８年度豊後大野市分散型エネルギーインフラプロジェクト・マス
タープラン策定事業業務委託
木質バイオマス発電事業に関する基本協定締結に向けての事前検討・検
証業務委託
神戸市木質バイオマスエネルギー活用検討業務

城陽市(再委託）

城陽市分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定支援

川南町

川南町分散型エネルギーインフラプロジェクト

弟子屈町

弟子屈町

中之条町

中之条町地球温暖化対策実行計画作成支援

美浜町

美浜町エネルギービジョン策定事業

豊後大野市
甲斐市

分散型エネルギーインフラプロジェクト マスタープラン作成業務
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5

まちづくり・官民連携（PPP/PFI）政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
気象庁

内閣府

次期気象衛星に関する調査
PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運
営事業」等に関する検討業務
交通結節点整備のストック効果に関する評価分析手法の調査検討業務
実装にむけた先進的技術やデータを活用したスマートシティの実証調査
（その８）
令和２年度東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する資料
整理
令和２年度 民間提案制度／施設の非保有方式に関する調査・検討業務

内閣府

令和２年度「準天頂衛星システムの事業監理等調査」

国立大学法人新潟大学

新学生寮整備に関するコンセプト等の検討支援

国立大学法人新潟大学

新学生寮整備に関する情報整理等の基礎調査

愛知県

愛知県国際展示場コンセッション事業運営支援業務委託

愛知県

愛知県新体育館PFIアドバイザリー業務（その2）

東京都

築地地区アドバイザリー業務委託
令和二年度 有明工業用水道事業及び八代工業用水道事業における コン
セッション方式の導入に係る支援業務
県営発電施設ＰＦＩ事業に係るアドバイザリー業務委託

国土交通省
国土交通省
国土交通省
国土交通省

熊本県
鳥取県
長野県

愛知県道路公社

２年度 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）に係る検討業務
仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向けた基本構想策定支
援業務
愛知県有料道路運営等事業に関する検討支援業務【令和２年度】

長野広域連合

長野広域A焼却施設運営モニタリング支援業務委託

公益財団法人京都府公園公社

府立山城総合運動公園運営管理事業改善可能性調査業務

浦安市

浦安市廃棄物処理施設 長期包括責任委託事業モニタリング支援業務委託

甲斐市

山梨県緑化センター跡地活用事業に係る事業化支援アドバイザリー業務
令和２年度（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業に関するアド バ
イザリー業務委託

宮城県

木更津市
京都市

水垂運動公園（仮称）整備における官民連携による基盤整備等検討業務

神戸市

水垂運動公園（仮称）整備における官民連携手法等導入可能性検討業務
委託（その２）
倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業に係る契約管理支援業
務（2020年度）
しあわせの村温泉健康センターリニューアルにおけるPFI等事業公募支援
業務
神戸フィッシャリーナ次期事業計画策定支援業務

神戸市

神戸市外郭団体設立事前調査

神戸市

神戸市立自然の家再整備に関する基礎調査業務

さいたま市

令和２年度さいたま市本庁舎整備検討支援業務

札幌市

（仮称）札幌博物館整備に係る官民連携に向けた基礎調査業務

島田市

金谷地区生活交流拠点整備・運営事業に係るＰＦＩアドバイザリー業務

仙台市

令和2年度泉区役所建替事業支援業務委託

豊橋市

多目的屋内施設の基本計画策定に向けた基礎調査委託業務

名古屋市

金山南ビル低層棟利活用調査等委託業務

行方市

行方市庁舎等における公的不動産活用可能性調査業務委託

京都市
倉敷市
神戸市
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藤沢市

包括型・持続的投資型の公共施設の利活用による観光リノベーション事
業への官民連携手法導入可能性調査
稲枝地区公園官民連携調査委託業務
彦根市南部地域における広域的な交流地点形成のための基盤整備検討調
査委託業務
令和2年度藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業建設モニタリング業務

富山市

富山市総合体育館民間事業化に係る詳細調査業務

富士市

令和2年度富士市総合体育館整備事業に係る事業化支援業務委託

舞鶴市

赤れんが周辺等まちづくり事業公募要領等作成業務委託

三芳町

藤久保地域拠点施設基本計画策定支援業務

盛岡市

新野球場整備事業PPPアドバイザリー業務（その３）

山口市

令和２年度山口市産業交流拠点施設整備事業アドバイザリー業務

横須賀市

横須賀市基本構想・基本計画策定支援業務

横須賀市

長井地区交流拠点機能拡充事業アドバイザリー業務

横浜市

文化芸術による都心臨海部活性化推進施策に関する検討業務委託

弟子屈町

品川区

複合型地域観光拠点PPP事業に係る事業条件詳細化調査業務
羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地等整備・運営事業の基本計
画策定等に係る業務委託
国家公務員宿舎小山台住宅等跡地整備計画に係る事業化検討業務支援

千代田区

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備事業手法検討調査業務

南丹市
彦根市
彦根市

大田区

〔２０１９年度〕
国土交通省
スポーツ庁
スポーツ庁

まちづくり分野におけるソーシャル・インパクト・ボン ドの活用調査検
討業務
2019年度スポーツ産業の成長促進事業「スタジアム・アリーナ改革推
進事業（先進事例形成支援）」
ストック適正化による持続可能な地域スポーツ環境の確保（②学校体育
施設の有効活用に関する手引き検討調査）

観光庁

MICE施設コンセッション導入可能性調査

国土交通省

ＰＦＩ手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整
備・運営事業」等に関する検討業務

国土交通省

交通結節点と周辺開発のあり方に関する検討業務

国土交通省

東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する資料整理

国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構

保有資産活用構想の事業化へ向けた詳細検討

内閣府

民間提案制度/公共施設の保有・非保有に関する調査及び契約書データ
ベース構築業務

内閣府

令和元年度 諸外国におけるPPP/PFI事業調査検討業務

愛知県

スタートアップ支援拠点（サテライト）検討調査委託業務

愛知県

スタートアップ支援拠点検討調査委託業務（フェーズ２）

愛知県

愛知県国際展示場運営体制構築支援業務

愛知県

愛知県新体育館PFIアドバイザリー業務

愛知県

新体育館連携施設等基礎調査業務

愛知県道路公社

愛知県有料道路運営等事業に関する検討支援業務【平成３１年度】

岩手県

県営球場整備に関する大規模事業評価支援業務

宇治市

天ケ瀬ダム周辺の周遊観光事業に関する官民連携手法検討調査業務委託

浦安市

浦安市廃棄物処理施設 長期包括責任委託事業モニタリング支援業務委託
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大館市

浦安市廃棄物処理施設次期事業手法検討調査及び長寿命化総合計画策定
業務委託
羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地等におけるPPP/PFI導入可
能性調査等に係る検討業務委託
大館市一般廃棄物処理委託事業延長に関する支援業務

岡崎市

水を活用した河川空間等の魅力向上に関する調査業務

柏市

柏市清掃工場長期責任委託事業運営モニタリングの支援業務委託

柏市

柏市第二清掃工場長期責任委託事業運営モニタリングの支援業務委託

鎌倉市

野村総研跡地利活用アドバイザリー業務

京都市

神戸市

水垂運動公園（仮称）整備における官民連携手法等導入可能性検討業務
有明・八代工業用水道事業におけるコンセッション方式の導入に係る支
援業務
倉敷市資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業に係る契約管理支援業務
（H31）
旧農業公園の再整備計画策定及び公募準備業務

神戸市

神戸フィッシャリーナ次期整備計画策定業務

神戸市

神戸市しあわせの村のあり方検討等調査業務
摩耶山上の再整備に向けた基本方針策定及び公募要領作成に係る支援等
業務
令和元年度 桜木駐車場用地活用方針検討業務

浦安市
大田区

熊本県
倉敷市

神戸市
さいたま市
相模原市

札幌市

美術館橋本アドバイザリーその２
環境にやさしく災害に強いエネルギーの活用モデルの構築に係る調査業
務
新MICE施設管理運営検討業務

札幌市

新文化芸術施設運営事業者公募に向けたアドバイザリー業務

三芳町

藤久保地域拠点施設基本計画策定支援業務その１

渋谷区

千駄ヶ谷住宅跡地利用に係るアドバイザー業務委託

品川区

国家公務員宿舎小山台住宅等跡地整備計画の整備手法等検討業務支援委
託

島田市

金谷地区生活交流拠点整備・運営事業に係るＰＦＩアドバイザリー業務

仙台市

民間活力導入による泉区役所再整備手法等検討調査業務委託

弟子屈町

弟子屈町複合型地域観光交流施設

富山県

県営発電施設大規模改良(リプレース)民間活力活用可能性調査委託業務

富山市

富山市総合体育館民間事業化に係るPPP/PFI導入可能性調査業務委託

長野県

平成３１年度春近発電所大規模改修事業発注支援業務

名古屋市

錦三丁目25番街区市有地等活用事業に係るアドバイザリー業務委託

奈良市

新クリーンセンターのコンセプト及び施設整備方針検討等業務委託

二宮町

二宮町ウッドチップセンター運営モニタリング委託（H31）

彦根市

福岡市

地方都市における新たな官民連携の都市公園整備可能性調査業務
「平塚市リサイクルプラザ運転管理委託」に係るモニタリング業務委託
（平成31年度）
Fukuoka Smart East 推進に必要な機能要件等検討業務委託

福岡市

旧大名小学校跡地活用事業支援業務委託

福岡市

北崎小学校西浦分校跡地に係る事業者公募等支援業務委託

藤沢市

藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業施設整備モニタリング業務委託

富士市

H31 富士市総合体育館建設事業に係わる事業化支援アドバイザリー業務
委託

札幌市

平塚市
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「海・みなと」「赤れんが」を活かした赤れんがパーク民間活力導入調
査業務
総合水泳・水遊場整備に伴う全体構想・基本計画策定業務委託
民間活力導入に係る盛岡南公園野球場（仮称）整備事業アドバイザリー
業務委託（その２）
山口市産業交流スペース運営事業者選定アドバイザリー業務

舞鶴市
箕面市
盛岡市
山口市
山口市

一般社団法人PPP推進支援機構

平成３１年度新山口駅北地区拠点施設整備事業アドバイザリー業務
長井地区における広域的な観光拠点機能拡充のための基盤整備検討調査
業務
長井地区における広域的な観光拠点機能拡充のための事業手法検討調査
業務
PPPに関する調査研究事務局業務

公益財団法人特別区協議会

「大局的に見た特別区の将来像」に関する調査研究等支援業務委託

横須賀市
横須賀市

〔２０１8年度〕
経済産業省

中部経済産業局

国土交通省
国土交通省
国土交通省
国土交通省
内閣府
内閣府
スポーツ庁
国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構

平成３０年度「地域中核企業創出・支援事業」
PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運
営事業」等に関する検討業務
地方公共団体における属性別・地域別の PPP/PFI実施状況に関する調査
業務
東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する資料整理
まちづくり分野におけるソーシャル・インパクト・ボンドの活用可能性
調査検討業務
平成30年度 PPP/PFI推進アクションプランの推進等に関する調査・検
討業務
平成30年度富山市総合体育館PPP/PFI導入に関する高度専門家派遣
平成３０年度「スポーツ産業の成長促進事業（①スタジアム・アリーナ
改革推進事業）」
原子力機構保有資産に関する調査・検討

国立大学法人東京藝術大学

金沢大学（宝町）附属病院第２立体駐車場の施設整備に係るPPP 導入可
能性調査業務
民間活力の導入による 新収蔵庫の整備・管理運営に関する検討調査業務

愛知県

スタートアップ支援拠点検討調査委託業務（フェーズ１）

愛知県

愛知県国際展示場運営体制構築支援業務委託

愛知県

愛知県国際展示場運営体制構築支援業務委託

愛知県

新体育館基本計画等検討業務

愛知県

東京都

新体育館整備基礎検討業務
平成30年度 都市再生ステップアップ・プロジェクト（渋谷地区）渋谷
区役所仮庁舎跡地事業アドバイザリー業務委託
北青山三丁目地区まちづくりアドバイザリー業務委託(その４)

東京都

新たなマンション施策に係る調査検討業務委託

鳥取県

県営発電施設ＰＦＩ事業に係るアドバイザリー業務委託
福岡県企業局電気事業再生可能エネルギー固定価格買取制度認定基礎資
料検討業務
みやぎ型管理運営方式に係る収支シミュレーション追加業務

国立大学法人 金沢大学

東京都

福岡県
宮城県
宇都宮市

大阪市

大谷地域周遊拠点機能形成基礎調査業務
浦安市廃棄物処理施設長期包括責任委託事業 モニタリング支援業務委
託(H30)
港湾施設（上屋）のリノベーションに関する官民連携事業調査業務委託

小千谷市

旧小千谷市総合病院跡地整備 官民連携事業実施支援業務

浦安市
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甲斐市

山梨県緑化センター跡地活用事業に係るアドバイザリー業務

柏市

（柏南部）運営モニタリングの支援業務委託（H30)

柏市

（柏北部）運営モニタリングの支援業務委託（H30)

鎌倉市

神戸市

鎌倉市先導的官民連携支援事業業務
倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業に係る契約管理支援業
務(H30)
上ヶ原浄水場再整備に伴う一括発注方式による入札支援業務

神戸市

旧農業公園の利活用に向けた整備計画作成業務

相模原市

札幌市

アイススケート場市場性等調査業務委託
相模原市（仮称）美術館（橋本）整備事業に係る官民連携アドバイザ
リー業務委託
札幌市 新ＭＩＣＥ施設PPP/PFI 導入可能性調査業務

札幌市

札幌市中央区役所等の整備におけるPPP/PFI導入可能性調査業務

札幌市

官民連携手法及び地域プラットフォームに関する調査・研究

島田市

金谷地区生活交流拠点形成等に係る官民連携手法導入可能性調査

敦賀市

敦賀市運営事業者選定支援

名古屋市

公有地活用準備支援業務

名古屋市

名古屋城天守閣バリアフリー化プロジェクト

名古屋市

名古屋城天守閣バリアフリー技術公募に係る資料作成業務委託

西宮市

福岡市

阪神西宮駅北地区開発事業 基本構想（素案）修正業務
八王子駅南口集いの拠点施設整備に向けた基本計画検討調査等支援業務
委託
旧大名小学校跡地における事業契約締結等支援業務委託

福岡市

直接協定書標準例作成検討業務委託

藤沢市

藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業施設整備モニタリング業務

富士市

富士市総合体育館整備基本計画策定支援業務

船橋市

JR南船橋駅南口市有地活用支援業務委託

平塚市

龍城ケ丘ゾーン公園整備事業推進支援業務委託

前橋市

前橋市新設道の駅整備運営事業アドバイザリー業務

松江市

山口市

公的不動産を核とした交通結節拠点の創出に関する事業手法調査委託
民間活力導入に係る盛岡南公園野球場（仮称）整備事業アドバイザリー
業務
平成30年度 新山口駅北地区産業交流機能運営業務等検討支援業務

山口市

平成３０年度新山口駅北地区拠点施設整備事業アドバイザリー業務

行橋市

行橋市今川PA交流拠点グランドデザイン等策定支援業務委託

横須賀市

長井地区交流拠点機能拡充に関する官民連携可能性調査業務委託

横浜市

横浜美術館大規模改修基本設計に関する技術支援業務

横浜市

都筑区民文化センター等整備予定地活用事業アドバイザリー業務

横浜市

平成30年度東高島ポンプ場整備手法調査業務
羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地等の土地活用計画検討に係
る業務委託
国家公務員宿舎小山台住宅等跡地取得に向けた土地の活用方針策定業務
等支援
千駄ヶ谷住宅跡地利用計画策定支援業務委託
三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針有識者検討委員会運営支援業務(その
２）
上用賀公園拡張事業計画検討業務委託（その1）

倉敷市

相模原市

八王子市

盛岡市

大田区
品川区
渋谷区
世田谷区
世田谷区
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二宮町

二宮ウッドチップセンター運営モニタリング

三芳町

藤久保地域拠点施設基本構想策定支援業務

愛知県道路公社

長野広域連合

愛知県有料道路運営等事業に関する検討支援業務（平成３０年度）
MICE推進による社会経済効果及び海外MICE施設運営事例に関する調査
業務
長野広域A焼却施設運営モニタリング支援業務委託(H30)

長野広域連合

長野広域B焼却施設に係るアドバイザリー業務委託（H30）

一般財団法人神戸観光局

〔２０１7年度〕

国土交通省

平成29年度「工業用水道分野におけるPPP/PFI案件形成促進事業」財務
等支援業務
公的不動産の利活用における地元企業の取組方策検討業務

国土交通省

都市公園の再生・活性化に向けた新たな制度の運用検討調査

国土交通省

不動産証券化手法によるPRE活用推進に関する調査

国土交通省

コンパクトシティの先行事例の分析・横展開に関する検討調査

国土交通省

羽田PFI・第2ゾーンアドバイザリー業務

経済産業省（再委託）

国土交通省

東京空港整備事務所

東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する資料整理

衆議院

議員会館整備等事業（ＰＦＩ事業）の実施状況検証業務

内閣府

内閣府

PPP/PFIアクションプランに関する調査検討業務
平成 29 年度 地方公共団体等におけるＰＰＰ／ＰＦＩ民間提案活用に関
する調査検討支援業務
平成29年度 相模原市域におけるPPP/PFI導入に向けた官民対話等の基
盤づくりを目指す地域プラットフォーム形成に関する調査検討支援業務
諸外国におけるPPP/PFI事業に関する第三者機関等調査検討業務

独立行政法人国際協力機構

ベトナム国道路分野におけるPPP制度設計に係る情報収集・確認調査

愛知県

愛知国際展示場運営体制構築支援業務

愛知県

新体育館整備検討調査業務

千葉県

有料道路事業に関する調査委託

東京都

平成29年度都心型MICE機能の必要性に関する調査委託

東京都

東京都

選手村地区エネルギー事業者の決定に係るアドバイザリー業務委託
選手村地区エネルギー事業者の公募に係るアドバイザリー業務委託(その
2)
北青山三丁目地区まちづくりアドバイザリー業務委託（その３）

宮城県

みやぎ型管理運営方式導入可能性等調査業務

山梨県

大阪市

山梨県総合球技場基本計画策定業務委託
岡山市余熱利用施設ＰＦＩ事業終了・継続に係るアドバイザリー業務委
託
大阪市スタジアム・アリーナ改革事業計画策定支援業務委託

沖縄市

沖縄こどもの国への公共施設等運営権導入事業等の導入可能性調査

小千谷市

旧小千谷総合病院跡地整備事業民間活力導入可能性調査業務

柏市

（柏北部）運営モニタリングの支援業務委託（H29)

柏市

（柏南部）運営モニタリングの支援業務委託（H29)

京都市

水垂運動公園（仮称）整備におけるＰＦＩ等導入可能性調査

神戸市

上ヶ原浄水場再整備に伴うPFI導入可能性調査業務

神戸市

神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務

神戸市

神戸市役所本庁舎整備に係る民活可能性調査委託業務

神戸市

神戸市立須磨海浜水族園再整備募集要項作成等アドバイザリー業務

内閣府
内閣府

東京都

岡山市
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さいたま市

市営桜木駐車場用地活用推進事業支援業務

堺市

原山公園再整備運営事業設計モニタリング支援業務

札幌市

札幌市PFI基本方針改版業務

敦賀市

敦賀駅西地区土地活用に係る官民連携支援等業務

豊岡市

西宮市

高齢者の学びの拠点等整備アドバイザリー業務
久屋大通公園（北・テレビ塔エリア）整備運営事業提案に係る公募支援
業務
阪神西宮駅北地区開発事業 基本構想（素案）策定業務

二戸市

二戸市カーリング施設民間資金等活用事業導入可能性調査業務

八幡平市

八幡平市国際交流村充実強化事業

弘前市

弘前市吉野町緑地周辺整備等PFI事業モニタリング業務

富士市

富士市総合体育館基本構想策定支援業務委託

福岡市

平成29年度

福岡市

旧大名小学校跡地における事業者公募等に係る支援業務委託

船橋市

JR南船橋駅南口市有地及び臨海部エリアにおける官民連携調査業務

藤沢市

藤が岡二丁目地区再整備ＰＦＩ事業者選定アドバイザリー業務委託

平塚市

平成29年度

前橋市

前橋市新設「道の駅」計画付事業予定者選定支援業務

南アルプス市

芦安グランドデザイン策定委託業務

盛岡市

盛岡南公園野球場（仮称）整備事業民間活力導入可能性調査業務委託

八潮市

Ｈ２９八潮市アセットマネジメント

八潮市

Ｈ２９八潮市アセットマネジメントその2

行橋市

官民連携手法によるＰＡ連結型複合交流拠点整備事業調査等業務

横浜市

山口市

横浜市美術館大規模改修事業基本計画策定業務
都筑区における区民文化センター等整備予定地活用事業支援業務委託
（平成29年度）
平成29年度新山口駅北地区拠点施設整備事業アドバイザリー業務

山口市

平成29年度新山口駅北地区拠点施設整備事業アドバイザリー業務②

世田谷区

三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針有識者検討委員会運営支援業務

二宮町

二宮ウッドチップセンター運営モニタリング（仮称）
愛知県有料道路運営等事業に関するアドバイザリー業務（平成２９年
度）
Ａ焼却施設運営モニタリング準備支援業務委託(H29)

名古屋市

横浜市

愛知県道路公社
長野広域連合

冷泉小学校跡地活用に向けた調査検討業務委託

龍城ケ丘ゾーンPark-PFI

〔２０１6年度〕
国土交通省

官民連携事業の質の向上及び横展開の強化のための方針検討業務

国土交通省

英国のＰＰＰ／ＰＦＩ施策調査業務

国土交通省

公的不動産における不動産証券化手法等の活用検討業務

国土交通省

近畿ブロックにおける官民連携事業の推進のための地域協議会支援等業務

国土交通省関東地方整備局

東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業に関する資料整理

国土交通省東京航空局

羽田空港旅客・貨物PFIアドバイザリー業務

国土交通省東京航空局

東京国際空港第２ゾーンに関する有識者委員会指摘検討業務

財務省

九段会館敷地の借受事業者選定公募に関する総合検討業務

総務省

「お試しサテライトオフィス」モデル事業の進捗調査及び成果分析等の請負

内閣府

PPP／PFI推進アクションプランに関する調査検討業務
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内閣府

上越市、福井市におけるＰＰＰ／ＰＦＩ手法優先的検討運営に関する調
査検討支援業務
Ｈ２８内閣府上下水道コンセッション調査検討業務

気象庁

静止地球環境観測衛星の運用等事業のＰＦＩアドバイザリー業務

国立大学法人東京大学

駒場コモンズ事業性調査

国立大学法人東京大学

目白台国際宿舎プロジェクト

愛知県

大規模展示場運営体制構築支援業務委託

沖縄県

航空機関連産業クラスター形成調査業務

東京都

東京都

北青山三丁目地区まちづくりアドバイザリー業務委託（その２）
京都立産業貿易センター浜松町館再整備に係る建物譲渡手続きに関する
検討支援業務
東京都児童会館跡地プロジェクト

東京都

選手村地区エネルギー事業者の公募に係るアドバイザリー業務委託

山梨県

山梨県総合球技場整備基本構想策定業務委託

山梨県

山梨県総合球技場整備基本構想策定業務委託（フェーズ2）

昭島市

H28

内閣府

東京都

Phase 5

昭島市（仮称）教育福祉総合センター事業者選定支援等業務委託

小田原市

平成28年度（仮称）区画整理記念・交流会館整備最適事業手法検討調査
業務委託
大津びわこ競輪場跡地利活用優先交渉事業者選定支援業務
平成28年度大館市一般廃棄物処理委託事業延長協議に関する基本方針検
討業務
平成２８年度 新斎場整備に係るＰＦＩアドバイザリー業務委託

尾道市

尾道市成長・経営戦略アクションプラン策定業務委託

柏市

（柏北部）運営モニタリングの支援業務委託（H28)

柏市

（柏南部）運営モニタリングの支援業務委託（H28)

北九州市

平成28年度

京都市

京都市立芸術大学移転整備基本計画策定業務委託

神戸市

神戸市立須磨海浜水族園再整備基本調査業務委託

神戸市

神戸市営交通事業経営分析(詳細分析)及び助言等業務

神戸市

コンベンションセンター再整備に関する検討業務

堺市

原山公園再整備に係る民間手法導入調査及び実施支援業務

さいたま市

市営桜木駐車場用地貸付相手方選定支援業務

佐世保市

佐世保市バス運行体制の最適化調査検討業務委託

杵築市

杵築市道の駅官民連携手法導入調査業務

玉野市

平成２８年度生涯活躍のまちに係る調査研究業務

名古屋市

名古屋城天守閣木造復元事業に伴う名古屋市入場者数予測結果の評価業務

名古屋市（JV）

官民連携手法を活用した久屋大通の再生事業実施のための準備支援業務委託

西宮市

再開発促進地区における拠点整備基本構想策定業務

西宮市

公共施設跡地利⽤に関するマーケットサウンディング調査業務

藤沢市

藤が岡二丁目地区再整備ＰＦＩ手法導入アドバイザリー業務

舞鶴市

舞鶴市赤れんが周辺等まちづくり基本計画策定業務

前橋市

前橋市新設「道の駅」整備運営計画検討業務（仕様1）

前橋市

前橋市新設「道の駅」計画付事業予定者選定支援業務

南足柄市

あしがＬＩＦＥ移住・交流促進プラン策定業務委託

箕面市

大阪大学箕面キャンパス移転プロジェクト検討業務委託

箕面市

箕面船場駅前地区まちづくり拠点整備運営事業者選定支援業務委託

大阪市
大津市
大館市

北九州市スタジアム整備等PFI事業モニタリング等業務委託
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八潮市

八潮市

アセットマネジメント導入支援業務委託

八潮市

八潮市庁舎建設基本構想策定支援業務

八幡平市

観光施設等の改修・運営権に関する官民連携手法調査業務

山口市

新山口駅北地区拠点施設整備事業者選定アドバイザリー業務

横浜市

センター北駅前市有地に関する調査業務委託

横浜市

平成28年度旧上瀬谷通信施設返還跡地利用調査業務委託（その２）

新潟県聖籠町

聖籠町版生涯活躍のまち（CCRC）構想に関する調査業務委託

群馬県玉村町

玉村町版生涯活躍のまち構想に関する調査業務

二宮町

二宮町ウッドチップセンター運営モニタリング委託

愛知県道路公社

道路整備特別措置法に基づく有料道路事業に関する検討調査

亀岡市亀岡駅北土地区画整理組合

亀岡駅北土地区画整理事業用地における宿泊施設に関する市場調査業務委託

長野広域連合

（H28-②）長野広域連合
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Ｂ焼却施設整備に係るアドバイザリー業務委託

6

交通・流通・観光政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
神戸市

市バス配置基準の策定に向けた検討支援業務
摩耶山上の再整備に向けた基本方針策定及び公募要領作成に係る支援等
業務（その２）

神戸市

〔２０１９年度〕
経済産業省近畿経済産業局

神戸市

令和元年度「地域中核企業ローカルイノベーション支援事業」
モビリティクラウドを活用したシームレスな移動サービスの動向・効果
等に関する調査研究業務
運転手不足等の課題に適応するバス路線のあり方検討・調査業務

神戸市

今後の神戸の交通政策のあり方検討支援業務

神戸市交通局

神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務

国土交通省

〔２０１8年度〕
国土交通省

交通結節点と都市交通のあり方に関する検討業務

総務省

大阪府都市競艇企業団

訪日インバウンド施策に関する調査・分析の請負
「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）」のうち「ニュータウン地域における自動運転
による移動サービス実用化に向けた環境整備に係る調査」
ボートレース住之江の活性化に資する基礎調査

北九州市

北九州空港の経営改革に資する土地活用可能性調査

北九州市

北九州空港経営形態基礎調査

神戸市

今後の神戸の交通政策のあり方検討支援業務

神戸市交通局

神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務

太宰府市

太宰府市観光推進基本計画策定支援業務委託

一般財団法人みなと総合研究財団

石垣港新港地区旅客船ターミナル施設等整備・運営手法等検討支援業務

国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構

〔２０１7年度〕

国土交通省 北陸信越運輸局

新興国における将来都市予想に基づく交通インフラ及び面的開発の可能
性検討調査
北陸信越運輸局管内の公共交通事業者における人材確保に関する基礎調査

青森県

青森県産品に係る海外輸送手段調査業務委託

富山県

神戸市

「立山黒部」世界ブランド化推進に向けた調査分析業務
修学教育旅行・修学旅行等の学生の受け入れ促進を核とした将来の対恵
庭観光・投資拡大推進事業（対恵庭直接投資継続拡大に係る推進事業）
委託業務
大阪湾ベイエリア連携調査業務

佐世保市

国際クルーズ拠点形成を契機とした官民連携による活性化策検討調査

太宰府市

太宰府市観光推進基本計画策定支援業務

経済産業省

恵庭市

一般財団法人

みなと総合研究財団

官民連携による国際クルーズ拠点形成に向けた検討支援業務
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〔２０１6年度〕
富山県

「立山黒部」の保全と利用を考える調査分析業務

日本港湾協会

国際クルーズ拠点形成に係る制度設計支援

北九州市

北九州空港及び空港交通の民営化可能性調査

太宰府市

太宰府市観光推進基本計画策定支援業務

福島県国見町

国見町シティプロモーション方針策定支援業務

福島県只見町

ユネスコエコパーク只見の共生・交流型観光推進事業
アイヌ文化を基軸としたインバウンド向け滞在型観光の新規開発におけ
る調査委託

白老商工会
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7

海外展開支援政策関連分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕
独立行政法人日本貿易振興機構
公益財団法人日本生産性本部

イスラエルにおける競争力強化に資するスタートアップ投資に関する調
査業務
エチオピアの縫製業に関する調査

〔２０１９年度〕
公益財団法人地球環境センター

2019年度JCM実施支援（タイ空調制御システム）

公益財団法人地球環境センター

2019年度JCM実施支援（ベトナム高効率冷凍機）

〔２０１8年度〕
国土交通省

平成30年度マレーシアにおける都市鉄道駅周辺開発の案件形成推進調査

公益財団法人地球環境戦略研究機関

タイ・ベトナムJCM PDD作成支援

一般財団法人日本国際協力システム

コンポントム上水道アドバイザリー業務（その２）

〔２０１7年度〕
文化庁
独立行政法人国際協力機構（JV）
工業技術研究院（台湾）
工業技術研究院（台湾）
一般財団法人日本国際協力システム
一般財団法人日本国際協力システム
一般財団法人日本国際協力システム

平成29年度「我が国の現代美術の海外発信事業」美術品等の寄付税制に
関する調査研究事業
ベトナム国における有料道路PPP可能性調査
研究開発と利用者需要のギャップを埋めるための実証フィールド構築試
行プロジェクト
介護分野における先進事例調査及び先進事例企業・実証フィールド交流
増進プロジェクト
カンボジア王国に対する無償資金協力「コンポントム上水道拡張計画」
に係る調査・施工監理を含むアドバイザリー業務委託（その1）
カンボジア王国に対する無償資金協力「コンポントム上水道拡張計画」
に係る調査・施工監理を含むアドバイザリー業務委託（その2）
カンボジア王国に対する無償資金協力「コンポントム上水道拡張計画」
に係る調査・施工監理を含むアドバイザリー業務委託（その3）

〔２０１6年度〕

国際協力銀行

平成２８年度ＪＣＭを活用した大規模削減案件形成可能性調査事業委託
業務（タイ王国のキャッサバ工場、パーム工場の廃液からのバイオガス
精製・天然ガス自動車用燃料供給事業）
平成２８年度質の高いインフラシステム海外展開促進調査事業（ミャン
マー等官民連携ファイナンス検討調査事業）
平成28年度アジア産業基盤強化等事業（物流コストが企業の国際競争力
に与える影響調査）
中小企業の海外展開に向けた調査業務事業
平成28年度2016年リオ大会の農林水産物調達状況に関する実態調査委
託事業
平成28年度 世界の廃棄物処理事業の調査に係る業務委託

恵庭市

台湾投資家のニーズを踏まえた対恵庭投資拡大事業

環境省
経済産業省
経済産業省
国土交通省
農林水産省
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8

その他分野プロジェクト実績

〔２０２０年度〕

行政評価

埼玉県

令和２年度「地域中小企業人材確保支援等事業（氷河期世代人材活用促
進等事業）」
埼玉県政策形成基礎調査

行政評価

堺市

公益財団法人堺市公園協会経営改革支援業務

社会保障

福島県

自殺対策統計分析業務委託

雇用・人事 中小企業庁

防災・復興 厚生労働省

令和２年度被災３県心のケア総合支援調査研究等事業

防災・復興 消防庁

避難実施要領のパターン作成分析調査業務

防災・復興 東京消防庁

社会情勢の変化と技術革新を見据えた震災対策の在り方（その２）

改革・合併 茨城県

業務改善（BPR）チャレンジ事業

改革・合併 東京都

新たな政策展開を見据えたCS調査の検討支援委託

〔２０１９年度〕
雇用・人事 総務省

地域おこし企業人の派遣・受入に関する調査

雇用・人事 茨城県

「仕事を減らす」コンサルティング業務

行政評価

国内外におけるPFS（成果連動型民間委託）事業調査業務

行政評価

内閣府
文部科学省 科学技術・学術
政策研究所（NISTEP）
世田谷区

行政評価

美馬市

美馬市版ソーシャルインパクトボンド形成支援業務

行政評価

地域イノベーションシステムに関する調査２０１９
せたがや政策研究運営支援業務

〔２０１8年度〕
雇用・人事 経済産業省

組織運営・経営戦略動向に関する調査

雇用・人事 一般財団法人企業活力研究所 “学び続ける人材”の確保、育成に向けた人事戦略
行政評価

総務省

行政評価

内閣官房

行政評価
行政評価
行政評価

国立研究開発法人科学技術振
興機構
国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構
東京都

訪日インバウンド施策に関する調査・分析の請負
平成３０年度 オープンイノベーションの先導的事例と推進に関する委
託調査
人口動態の社会問題への俯瞰的影響分析
Connected Industriesの取組を社会実装するための統合的な支援施策
のあり方に関する調査事業
「Society5.0」実現加速のための調査・検討委託

〔２０１7年度〕
雇用・人事 経済産業省

労働市場における最新技術の活用状況と企業動向等に関する調査

雇用・人事 国立大学法人京都大学

行政評価

札幌市

GEF実習グループワーク支援
人事制度改革「事務職員が安心と誇りを持って働ける職場づくり」に関
するコンサルティング
ソーシャル・インパクト・ボンドに係る調査研究等業務

行政評価

個人情報保護委員会事務局

個人情報の第三者提供事業等の実態調査

行政評価

渋谷区

「渋谷区未来年表」トライアルワークショップ研修業務委託

雇用・人事 国立大学法人九州工業大学
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〔２０１6年度〕

雇用・人事 中央職業能力開発協会

職業能力評価基準の整備及び活用ツール開発のための企業調査（対象業
種：エステティック業（２年目））
業界検定の開発に取り組む業界団体への技術的支援
職業能力評価基準の改訂及び活用ツール開発のための企業調査（スー
パーマーケット業）
職業能力評価基準開発に係る企業調査（警備業）

雇用・人事 中央職業能力開発協会

職業能力評価基準の改訂及び活用ツール開発に係る企業調査（事務系職種）

雇用・人事 中央職業能力開発協会
雇用・人事 中央職業能力開発協会
雇用・人事 中央職業能力開発協会

雇用・人事 中央職業能力開発協会
雇用・人事 勤労者退職金共済機構
行政評価

東京都主税局

行政評価

横浜市

防災・復興 科学技術振興機構

職業能力評価基準の改訂及び活用ツール開発に係る企業調査（ウェブ・
コンテンツ制作業（モバイル））
新任評価者研修
租税に対する国民意識と税への理解を深める取組に関する国際比較調
査・分析等委託
横浜を取り巻く環境変化に関する基礎調査委託
全国・海外における対話・協働活動の事例俯瞰調査（「東日本大震災
後」関連の活動事例より）
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◆お問合せ先：株式会社日本総合研究所
rcdweb@ml.jri.co.jp

