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① 防災計画、マニュアル関連 

年度 調査名 発注者 

2021 令和３年度八尾市地域防災計画改訂委託業務 八尾市 

2021 （仮称）災害時アスベスト飛散防止マニュアル作成等支援業務 堺市 

2020 令和２年度八尾市地域防災計画改定委託業務 大阪府八尾市 

2020 三鷹市地域防災計画等改訂支援業務 三鷹市 

2019 令和元年度南海トラフ地震防災対策推進計画モデル等作成支援委託 東京都 

2019 令和元年度島しょ被害想定図上訓練企画運営等業務委託 東京都 

2019 八尾市各班マニュアル更新委託業務 大阪府八尾市 

2018 

～19 
徳島市災害時対応力維持強化計画事業 徳島市 

2018 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務 京都市 

2018 
平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定に係る基礎

調査等業務 
神戸市 

2018 平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定業務   神戸市 

2018 平成30年度茨木市地域防災計画修正業務 大阪府茨木市 

2018 平成30年度八尾市地域防災計画修正等支援業務 大阪府八尾市 

2017 災害対応マニュアル策定支援業務 大学 

2017 八尾市各班マニュアル更新委託業務 大阪府八尾市 

2017 平成 29年度堺市地域防災計画改定支援業務 堺市 

2017 
九州エリア広域災害対応マニュアルの実効性確保・体制強化に向け

たBCP改訂ワークショップ事業 
日本生活協同組合連合会 

2017 大規模災害時のロジスティックス確立に向けた調査研究委託 東京消防庁 

2016 九州エリア広域災害対応マニュアル策定支援業務 日本生活協同組合連合会 

2016 千葉県災害行動マニュアル策定支援等調査委託 千葉県 

2016 八尾市地域防災計画改定業務 大阪府八尾市 

2016 柏原市災害対策本部活動マニュアル作成等業務 大阪府柏原市 

2016 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務 神戸市 

2015 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務 神戸市 

2015 柏原市地域防災計画改定業務 大阪府柏原市 

2015 八尾市各班マニュアル更新委託業務 大阪府八尾市 

2014 平成 26年度茨木市地域防災計画修正業務 大阪府茨木市 

2014 桑名市地域防災計画等改訂業務委託 三重県桑名市 

2014 八尾市地域防災計画改定支援業務 大阪府八尾市 

2014 広域防災プラン・マニュアル改訂調査・作成委託 

九都県市防災・危機管理

対策委員会地震防災・危

機管理対策部会事務局 

2014 災害復旧事業の代行及び復旧・復興に係る職員派遣に関する調査 内閣府 

2014 災害時における船舶活用の円滑化のための具体的方策に関する調査 国土交通省 

2014 
モデル地区における大規模災害時の船舶活用の具体的方策に関す

る調査業務 

一般社団法人日本海事

検定協会 

2013 
八尾市地域防災計画改訂及び災害時要援護者支援プラン等策定支

援業務 
大阪府八尾市 

2013 松山市防災計画修正及び防災マップ作成業務 愛媛県松山市 

2013 地方公共団体における災害復旧・復興事前対策に関する調査 内閣府 

2012 堺市防災機能配置基本計画策定及び地域防災計画見直し等支援業務 堺市 

2012 宇治市地域防災計画改定及び業務継続計画策定業務 京都府宇治市 
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年度 調査名 発注者 

2012 八尾市地域防災計画改訂事業及び校区別防災マップ作成支援業務 大阪府八尾市 

2012 宝塚市地域防災計画改定支援等業務委託 兵庫県宝塚市 

2012 小平市地域防災計画等修正支援業務委託 東京都小平市 

2011 京都市防災対策総点検委員会運営委託 京都市 

2007 三重県東海・東南海・南海地震災害対策活動計画策定業務 三重県 

2006 災害予防の新たな課題と動向に関する調査 内閣府 

2006 三重県災害対策本部活動マニュアル（総合編）作成業務 三重県 

2002 滋賀県地域防災計画（風水害等対策編）の見直しに係る調査 滋賀県 

2000 大津市地域防災計画修正業務 滋賀県大津市 

1997 三重県地域防災計画総合改訂 三重県 

1997 大津市地域防災計画見直し業務 滋賀県大津市 

1996 滋賀県地域防災計画（震災対策編）の見直しに係る調査Ⅱ 滋賀県 

1996 市町村地域防災計画（震災対策編）策定マニュアル作成 滋賀県 

1996 摂津市地域防災計画等修正業務Ⅱ 大阪府摂津市 

1996 姫路市地域防災計画修正 兵庫県姫路市 

1996 地域防災計画見直し 大阪府高石市 

1996 摂津市地域防災計画修正等業務 大阪府摂津市 

1995 大阪市震災応急対策調査 民間企業 

1995 防災関係現況調査及び災害応急対策マニュアル作成調査 大阪府高石市 

1995 滋賀県地域防災計画（震災対策編）の見直しに係る調査 滋賀県 

1995 
災害応急対策計画の効果的な実施のために必要とされる機能の整

備に関する調査 
滋賀県 

1995 都市型災害における危機管理のあり方に関する調査研究 
財団法人堺都市政策研

究所 

1995 大阪市地域防災計画（災害応急対策計画） 民間企業（コワーク） 

 

② 国土強靭化地域計画 

年度 調査名 発注者 

2020 港区国土強靭化地域計画策定に関する支援業務委託 東京都港区 

2020 八尾市国土強靱化地域計画策定支援業務 八尾市 

2019 戸田市国土強靱化地域計画策定支援業務 戸田市 

2017 千葉市国土強靱化地域計画策定等支援業務委託 千葉市 

2015 堺市地震防災アクションプラン改定支援業務（強靭化計画支援含む） 堺市 
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③ 業務継続計画（ＢＣＰ）関連 

年度 調査名 発注者 

2021 高知市南海トラフ地震対策業務継続計画改訂委託業務 高知市 

2021 大規模災害時における業務継続計画調査（参集人員数）業務 岡山県 

2021 
令和３年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（大規模災害

時における流通レジリエンス調査） 
経済産業省 

2021 
主要空港が被災した場合の代替輸送連絡調整メカニズムの構築の

ための調査 
国土交通省 

2021 
令和３年度 災害時等におけるガソリンの輸送機能確保体制の構

築事業 
国土交通省 

2016 

～21 

京都市中央市場施設整備基本計画推進支援及び業務継続計画等推

進支援業務 
京都市 

2020 三鷹市地域防災計画等改訂支援業務 三鷹市 

2020 省庁業務継続計画の評価に係る調査検討業務 内閣府 

2020 神戸市中央卸売市場ＢＣＰ（事業継続計画）策定業務 神戸市 

2019 令和元年度市町村における業務継続計画策定研修会開催業務 総務省消防庁 

2018 

～19 
徳島市災害時対応力維持強化計画事業 徳島市 

2018 名古屋市業務継続計画見直し支援業務委託 名古屋市 

2018 
地方公共団体における業務継続体制の確保及び受援体制の構築に

関する調査業務 
内閣府 

2018 八尾市業務継続計画＜災害対策編＞改定支援業務 大阪府八尾市 

2017 八尾市業務継続計画（災害対策編）等策定業務 大阪府八尾市 

2017 徳島市業務継続計画策定業務 徳島市 

2016 
省庁業務継続計画の評価補助及び省庁業務継続訓練に係る調査・検

討業務等 
内閣府 

2016 伊勢市業務継続マネジメント（BCM）推進支援業務委託 三重県伊勢市 

2015 地方公共団体における業務継続体制の確保に関する調査業務 内閣府 

2015 気仙沼市業務継続計画改定業務 宮城県気仙沼市 

2015 阿南市業務継続計画策定業務 徳島県阿南市 

2015 神戸市業務継続計画策定業務 神戸市 

2015 千葉市災害時受援計画策定等支援業務委託 千葉市 

2015 寝屋川市業務量調査 大阪府寝屋川市 

2014 千葉市業務継続計画＜地震対策編＞策定等支援業務 千葉市 

2013 平成25年度相模原市業務継続計画（地震編）策定業務委託 相模原市 

2012 高知県応急対策活動計画等策定委託業務 高知県 

2012 和歌山市ＢＣＰ（業務継続計画）策定業務 和歌山市 

2012 宇治市地域防災計画改定及び業務継続計画策定業務 京都府宇治市 

2012 
特別養護老人ホームにおける災害時の事業継続計画・復旧に関する

調査研究事業 

社団法人全国老人福祉

施設協議会 

2011 名古屋港管理組合業務継続計画策定調査業務 名古屋港管理組合 

2011 平成 23年度事業継続（ＢＣＰ）についての研修の実施 兵庫県芦屋市 
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④ 受援計画・受援マニュアル 

年度 調査名 発注者 

2021 福島県市町村受援計画策定支援事業業務委託 福島県 

2021 都道府県リエゾンの応援・受援アクションカード作成支援業務 兵庫県立大学 

2020 地方公共団体の受援体制の整備促進に関する調査・検討業務 内閣府 

2019 市町受援計画策定支援業務委託 愛媛県 

2019 八尾市災害時受援・応援計画策定支援業務 大阪府八尾市 

2018 

～19 
徳島市災害時対応力維持強化計画事業 徳島市 

2018 
地方公共団体における業務継続体制の確保及び受援体制の構築に

関する調査業務 
内閣府 

2018 京都市災害時受援マニュアル策定業務 京都市 

2017 大規模災害時受援計画の策定業務委託 名古屋市 

2017 堺市災害時受援計画策定支援業務 堺市 

2017 大津市災害時受援計画策定支援業務 大津市 

2016 「三重県広域受援計画（仮称）」策定等支援業務 三重県 

2016 川崎市災害時受援マニュアル策定等支援業務 川崎市 

2016 伊勢市業務継続マネジメント（BCM）推進支援業務委託 三重県伊勢市 

2015 千葉市災害時受援計画策定等支援業務委託 千葉市 

 

⑤ 防災拠点、機能配置関連 

年度 調査名 発注者 

2021 大規模災害時における物資の安定供給調査業務 宮崎県 

2020 広域避難場所の安全面積（有効避難面積）の再算定に係る業務 京都市 

2018 

～19 
徳島市災害時対応力維持強化計画事業 徳島市 

2018 平成30年度茨木市地域防災計画修正業務 大阪府茨木市 

2017 第二庁舎（危機管理センター）基本設計及び発注者支援業務 兵庫県西宮市 

2016 第二庁舎（危機管理センター）整備事業 事業手法検討業務 兵庫県西宮市 

2015 岡山市本庁舎耐震化事業手法等検討業務委託 岡山市 

2014 西宮市防災拠点運営マニュアル策定業務 兵庫県西宮市 

2013 （仮称）西宮市総合防災センター基本構想策定及び事業手法検討業務 兵庫県西宮市 

2012 堺市防災機能配置基本計画策定及び地域防災計画見直し等支援業務 堺市 

2012 西宮市総合防災センター(仮称)基礎調査業務 兵庫県西宮市 

2011 国際的な災害援助拠点形成に関する調査 沖縄県 

2006 地域防災拠点における防災教育機能の効果に関する調査 内閣府 

2005 玉川砂防公園整備基本計画 京都府井手町 

2001 近畿圏における広域防災拠点整備・連携方策策定調査 
財団法人港湾空間高度

化環境研究センター 

1997 総合防災センターにおける情報収集・分析機能に関する調査 滋賀県 

1996 防災センター基本構想策定調査 兵庫県姫路市 
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⑥ 避難計画、帰宅困難者対策関連 

年度 調査名 発注者 

2021 
原子力災害時の要配慮者の避難計画作成に向けたガイドライン策

定業務委託 
静岡県 

2021 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営 京都市 

2021 地域版避難所運営マニュアル作成等支援業務委託 茨木市 

2020 原子力災害時の要配慮者の避難計画策定に向けた調査業務 静岡県 

2020 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務 京都市 

2020 京都市多機関連携型タイムライン策定業務 京都市 

2020 大規模地震等の発生に伴う帰宅困難者対策に関する調査検討業務 内閣府 

2020 藤岡南地域避難所開設運営訓練コーディネート業務 愛知県豊田市 

2019 
京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営及び外国人向

け情報伝達フォーマットの作成業務 
京都市 

2019 茨木市避難所運営マニュアル修正等業務委託 大阪府茨木市 

2018 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務 京都市 

2018 平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定業務   神戸市 

2018 
平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定に係る基礎

調査等業務 
神戸市 

2017 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務委託 京都市 

2017 茨木市避難所運営マニュアル作成支援業務 大阪府茨木市 

2016 平成 28年度神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務 神戸市 

2016 桑名市洪水避難計画策定委託業務 三重県桑名市 

2016 
京都駅周辺地域都市再生安全確保計画改正版作成支援等及び京都

駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務委託 
京都市 

2015 
京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練（図上）の企画・運営支援

業務 
京都市 

2015 京都駅周辺における「避難誘導マニュアル」の作成等に係る業務 京都市 

2015 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務 神戸市 

2015 改正水防法対象事業所調査及び避難計画策定等支援業務 堺市 

2015 桑名市津波避難計画等策定業務委託 三重県桑名市 

2014 都心部における津波避難行動・誘導指針等作成業務 神戸市 

2013 松山市防災計画修正及び防災マップ作成業務 愛媛県松山市 

2013 都市再生安全確保計画作成支援業務委託 名古屋市 

2013 
大規模災害時における帰宅困難者対策に係る事業所協議会運営支

援業務 
京都市 

2013 
ターミナル（京都駅周辺）における都市再生安全確保計画作成支援

等業務 
京都市 

2012 
ターミナル（京都駅周辺）における都市再生安全確保計画策定のた

めの基礎調査業務 
京都市 
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⑦ 災害時要配慮者支援関連 

年度 調査名 発注者 

2021 
令和3年度避難所における新型コロナウイルス感染症対策検証等に

係る調査業務 
内閣府 

2021 
原子力災害時の要配慮者の避難計画作成に向けたガイドライン策

定業務委託 
静岡県 

2021 八尾市災害時要配慮者支援事業支援業務 大阪府八尾市 

2021 
災害時の電力供給支援に資する電気自動車等の電源品質確保等に

関する調査 
国土交通省 

2020 原子力災害時の要配慮者の避難計画策定に向けた調査業務 静岡県 

2019 八尾市災害時要配慮者支援プラン等の改定支援業務 大阪府八尾市 

2018 
外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達

及び避難誘導に関するアンケート調査 
総務省消防庁 

2018 
災害時の訪日外国人旅行者に対する情報提供等の対応に関する検

証・調査事業 
国土交通省近畿運輸局 

2015 改正水防法対象事業所調査及び避難計画策定等支援業務 堺市 

2015 
八尾市災害時要配慮者支援業務に係る同意者リストを活用した避

難行動要支援者支援の取組みに関する支援業務 
大阪府八尾市 

2014 平成26年度 要援護者支援にかかる地域自主防災組織支援事業 大阪市鶴見区 

2014 八尾市災害時要配慮者支援個別計画作成支援業務 大阪府八尾市 

2013 
八尾市地域防災計画改訂及び災害時要援護者支援プラン等策定支

援業務 
大阪府八尾市 

2013 要援護者支援にかかる地域自主防災組織支援事業 大阪市鶴見区 

2012 要援護者支援にかかる地域自主防災組織支援事業 大阪市 

2012 
特別養護老人ホームにおける災害時の事業継続計画・復旧に関する

調査研究事業 

社団法人全国老人福祉

施設協議会 
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⑧ 支援物資輸送、災害時物流関連 

年度 調査名 発注者 

2021 大規模災害時における物資の安定供給調査業務 宮崎県 

2021 
主要空港が被災した場合の代替輸送連絡調整メカニズムの構築の

ための調査 
国土交通省 

2021 
令和３年度災害時等におけるガソリンの輸送機能確保体制の構築

事業 
国土交通省 

2021 
令和３年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（大規模災害

時における流通レジリエンス調査） 
経済産業省 

2021 武蔵野市災害時物資供給マニュアル作成支援業務委託 武蔵野市 

2021 刈谷市災害時物資供給マニュアル策定支援業務 刈谷市 

2021 堺市災害時物資供給マニュアル改訂支援業務 堺市 

2021 令和３年度神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2021 令和３年度関西広域応援訓練実施支援業務 関西広域連合 

2021 大規模災害時における物資の安定供給調査業務 宮崎県 

2020 令和２年度関西広域応援訓練実施支援業務 関西広域連合 

2020 令和２年度関西災害時物資供給協議会開催支援業務 関西広域連合 

2020 物資拠点運営事例集の作成支援業務 関西広域連合 

2020 武蔵野市災害時物資供給マニュアル作成支援業務委託 武蔵野市 

2019 神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2018 神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2018 大津市災害時物資供給マニュアル策定支援業務 大津市 

2017 
関西圏域における大規模災害発生時の多様な輸送手段を活用した

支援物資物流に関する調査事業及び検討会の運営業務 
国土交通省近畿運輸局 

2017 神戸市災害時物資供給マニュアル策定支援等業務 神戸市 

2016 
平成 28 年食品サプライチェーン強靱化総合対策事業の実施に関す

る支援 

食料品地域物流円滑化

等推進協議会 

2016 
中国、四国、九州における大規模災害時の多様な輸送モードの活用

による支援物資物流システムの構築に関する調査 
国土交通省九州運輸局 

2015 食品サプライチェーン強靭化総合対策事業の実施に関する支援 
食料品地域物流円滑化

等推進協議会 

2015 
大規模災害時における多様な輸送モードの活用による支援物資物

流システムの構築に関する調査 
国土交通省中部運輸局 

2014 堺市災害時物資供給マニュアル検証支援業務 堺市 

2014 緊急物資円滑供給システム構築検討業務 
公益財団法人ひょうご震

災記念21世紀研究機構 

2014 
大規模災害時における多様な輸送モードを活用した支援物資物流

システムの構築に関する調査事業 
国土交通省関東運輸局 

2014 災害時における船舶活用の円滑化のための具体的方策に関する調査 国土交通省 

2014 
モデル地区における大規模災害時の船舶活用の具体的方策に関す

る調査業務 

一般社団法人日本海事

検定協会 

2014 平成26年度災害に強い食品サプライチェーン構築事業 農林水産省 

2013 大規模災害における物資集積・配送マニュアル策定支援業務 堺市 

2013 
平成 25 年度 四国におけるフェリー等を活用した災害に強い物流

システムの構築に関する調査研究 
一般社団法人 

2013 災害に強い食品サプライチェーン構築事業 
食料品地域物流円滑化

等推進協議会 
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年度 調査名 発注者 

2012 
平成 24 年度 輸送・保管を中心とした総合的な支援物資物流シス

テムの構築に関する調査 
国土交通省近畿運輸局 

2012 
平成 24 年度 南海トラフ巨大地震等に対応した支援物資物流シス

テムの構築に関する調査等の請負業務 
国土交通省中国運輸局 

2012 
「四国におけるフェリー等を活用した災害に強い輸送システムの

構築に関する調査研究」業務 
国土交通省四国運輸局 

2012 
輸送・保管を中心とした総合的な支援物資物流システム構築推進に

関する調査 
国土交通省四国運輸局 

2012 
平成 24 年度 輸送・保管を中心とした総合的な支援物資物流シス

テムの構築推進に関する調査等 
国土交通省九州運輸局 

2012 食料の供給機能強化推進事業 
食料品地域物流円滑化

等推進協議会 

2012 
「四国におけるフェリー等を活用した災害に強い輸送システムの

構築に関する調査研究」業務 

一般社団法人日本海事

検定協会 

2011 大規模災害が国内外の物流に与える影響に関する調査研究 
国土交通省国土交通政

策研究所 

2011 
東日本大震災を踏まえた災害に強い食品流通等のあり方に関する

調査 
農林水産省 

2011 
平成 23 年度 東南海・南海地震等の想定地域における民間施設・ノウ

ハウを活用した災害に強い物流システムの構築に関する調査 
国土交通省近畿運輸局 

2011 
平成 23 年度 南海地震等の想定地域における民間施設・ノウハウ

を活用した災害に強い物流システムの構築に関する調査 
国土交通省四国運輸局 

2007 災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備調査 国土交通省北海道運輸局 

2006 災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備調査業務 国土交通省九州運輸局 

2005 災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備調査 国土交通省四国運輸局 

2004 災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための調査 国土交通省東北運輸局 

2003 災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備調査 国土交通省中部運輸局 

2002 
災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備に関す

る調査 
運輸省関東運輸局 

2002 
災害発生時の緊急輸送ネットワーク確保のための体制整備に関す

る調査 
運輸省近畿運輸局 
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⑨ 災害廃棄物関連 

年度 調査名 発注者 

2021 
令和２年度（補正繰越）災害廃棄物処理対策研修モデル（中国四国

地方）業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2021 令和３年度奈良県災害廃棄物対策教育・訓練実施業務 奈良県 

2021 災害廃棄物処理に係る図上訓練実施業務 愛媛県 

2021 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2021 令和３年度岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託 岐阜県 

2021 （仮称）災害時アスベスト飛散防止マニュアル作成等支援業務 堺市 

2020 
令和２年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2020 
令和２年度災害廃棄物処理対策研修モデル（中国四国ブロック）業

務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2020 令和２年度大規模災害による災害廃棄物処理事例の記録活用業務 
環境省 中国四国地方

環境事務所 

2020 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2020 岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託   岐阜県 

2020 令和２年度奈良県災害廃棄物処理図上演習運営支援業務 奈良県 

2020 災害廃棄物処理に係る図上訓練 愛媛県 

2020 岡山県災害廃棄物処理対策業務マニュアルの策定支援業務 岡山県 

2019 
令和元年度平成30年７月豪雨における災害廃棄物処理の振り返り

業務 
環境省 

2019 
平成30年度（補正繰越）災害廃棄物処理対策研修モデル業務（中国

四国ブロック） 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2019 
平成30年度（補正繰越）大規模災害時における中国四国ブロックで

の広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2019 岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託 岐阜県 

2019 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2019 
令和元年度 奈良県災害廃棄物対策教育・訓練（図上演習）実施業

務委託 
奈良県 

2019 令和元年度岡山県災害廃棄物処理訓練等運営支援業務 岡山県 

2019 災害廃棄物処理に係る図上訓練実施業務 愛媛県 

2019 災害廃棄物処理担当者研修支援業務 堺市 

2018 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2018 
平成30年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2018 災害廃棄物処理担当者研修支援業務 堺市 

2018 
平成30年度中部地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モ

デル事業 

環境省 中部地方環境

事務所 

2018 平成30年度都域の災害対応力向上に係る業務委託 東京都 

2017 
平成29年度大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対

策調査検討業務 

環境省 近畿地方環境

事務所 

2017 
平成29年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2017 平成29年度岡山県災害廃棄物処理訓練等運営支援業務 岡山県 

2017 大津市災害廃棄物処理計画策定支援業務 大津市 
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年度 調査名 発注者 

2017 平成29年度災害廃棄物処理図上演習モデル事業（近畿ブロック） 
環境省 近畿地方環境

事務所 

2017 平成29年度奈良県災害廃棄物対策教育・訓練実施業務 奈良県 

2016 
平成28年度大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対

策調査検討業務 

環境省 近畿地方環境

事務所 

2016 
平成28年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省中国四国地方環

境事務所 

2015 神戸市災害廃棄物処理計画策定業務 神戸市 

2015 災害廃棄物処理計画策定業務委託 三重県桑名市 

2015 
平成27年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2015 
平成27年度巨大災害発生時における近畿ブロックでの広域的な災

害廃棄物対策調査検討業務 

環境省 近畿地方環境

事務所 

2014 
平成26年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2014 
平成26年度巨大災害発生時における近畿ブロックでの広域的な災

害廃棄物対策調査検討業務 

環境省 近畿地方環境

事務所 

2012 災害廃棄物広域処理推進広報業務 愛知県 

2011 岩手木質系災害廃棄物等の活用可能性調査 林野庁 

 

⑩ 被災者支援・生活再建支援等関連 

年度 調査名 発注者 

2021 令和３年度災害の被害認定基準等の適正な運用の確保に関する調査 内閣府 

2021 非木造住家等の被害認定調査手法の検証に関する調査 内閣府 

2020 令和２年度災害の被害認定基準等の適正な運用の確保に関する調査 内閣府 

2020 令和２年度被災者生活再建支援業務に係る研修業務委託 東京都 

2019 平成31年度災害の被害認定基準等の適正な運用の確保に関する調査 内閣府 

2018 平成30年度災害の被害認定基準等の適正な運用の確保に関する調査 内閣府 

2017 平成29年度災害の被害認定基準等の適正な運用の確保に関する調査 内閣府 

2016 平成 28年度 被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 

2016 平成 28年度 災害の被害認定基準等の適正な運用の確保調査 内閣府 

2015 平成 27年度 被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 

2015 平成 27年度 被害認定基準関連調査 内閣府 

2014 災害発生時の的確な行政相談対応に関する調査研究の請負 総務省 行政評価局 

2014 平成 26年度 被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 

2013 平成25年度 被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 

2013 平成25年度 被害認定基準関連調査 内閣府 

2012 平成24年度 被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 

2012 平成24年度 被害認定基準関連調査 内閣府 

2011 
平成 23 年度 東日本大震災における被災地・被災者への広域的な

支援に関する調査 

国土交通省 国土政策

局 

2010 被災者生活再建支援制度に関する調査研究業務 内閣府 

2010 平成 22年度被災者生活再建支援法関連調査 内閣府 
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⑪ 災害に強いまちづくり関連 

年度 調査名 発注者 

2020 
新長田駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業の分析・検証支援

業務 
神戸市 

2020 
歴史都市京都における密集市街地等の取組方針に関する調査及び

見直し業務 
京都市 

2020 次期京都市建築物安心安全実施計画の策定に関する業務 京都市 

2020 藤岡南地域避難所開設_運営訓練コーディネート業務 豊田市 

2019 
「地方公共団体における自然災害からの復旧・復興対策の推進に関

する調査」等の実施 
内閣府 

2019 三鷹市防災都市づくり方針策定支援業務 三鷹市 

2019 みずから守るプログラム推進業務 愛知県 

2018 みずから守るプログラム推進業務 愛知県 

2017 みずから守るプログラム推進事業 愛知県 

2016 みずから守るプログラム推進事業 愛知県 

2015 みずから守るプログラム推進事業 愛知県 

2015 改正水防法対象事業所調査及び避難計画策定等支援業務 堺市 

2015 
ロックフェラー財団「100のレジリエント・シティ」への申請書作成

等業務 
京都市 

2015 平成27年度生態系を活用した防災・減災に関する検討調査業務 環境省 

2014 平成26年度生態系を活用した防災・減災に関する検討調査業務 環境省 

2013 新長田駅南地区第二種市街地再開発事業の中間評価検討業務 神戸市 

2011 歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進業務 京都市 

2011 旭通４丁目地区第一種市街地再開発事業の効果検証 
旭通４丁目地区市街地

再開発組合 

2010 浜山地区土地区画整理事業の整備効果検討調査 神戸市 

2010 

～12 

今福・杭瀬寺島地区まちづくり協議会活動支援業務（公益財団法人 

阪神・淡路大震災復興基金 活動助成事業） 

今福・杭瀬寺島地区まち

づくり協議会（尼崎市） 

2010 

～11 

今福・杭瀬寺島地区まちづくり協議会活動支援業務（まちづくりコ

ンサルタント派遣委託業務） 

公益財団法人 兵庫県ま

ちづくり技術センター 

2009 
今福・杭瀬寺島地区まちづくり計画策定業務（国土交通省まちづく

り計画策定担い手支援事業） 

今福・杭瀬寺島地区まち

づくり協議会（尼崎市） 

2008 
今福・杭瀬寺島地区まちづくり計画素案策定業務（国土交通省まち

づくり計画策定担い手支援事業） 

今福・杭瀬寺島地区まち

づくり協議会（尼崎市） 

1996 災害に強い都市づくり計画策定調査（２） 大阪府 

1995 災害に強い都市（まち）づくり計画策定調査 大阪府 
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⑫ 防災訓練、防災人材育成・研修関連 

年度 調査名 発注者 

2021 令和３年度姫路市災害対策本部運営訓練支援業務 姫路市 

2021 令和３年度関西広域応援訓練実施支援業務 関西広域連合 

2021 
宮城県気仙沼市における「震災の教訓等を伝承する職員研修」実施

支援業務 
国立大学法人東北大学 

2021 
令和２年度（補正繰越）災害廃棄物処理対策研修モデル（中国四国

地方）業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2021 令和３年度奈良県災害廃棄物対策教育・訓練実施業務 奈良県 

2021 災害廃棄物処理に係る図上訓練実施業務 愛媛県 

2021 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2021 令和３年度岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託 岐阜県 

2021 令和３年度神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2021 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営 京都市 

2021 
令和３年度京都市中央市場施設整備基本計画推進支援及び業務継

続計画等推進支援業務 
京都市 

2020 
令和２年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2020 
令和２年度災害廃棄物処理対策研修モデル（中国四国ブロック）業

務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2020 令和２年度 関西広域応援訓練実施支援業務委託 関西広域連合 

2020 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2020 岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託   岐阜県 

2020 令和２年度奈良県災害廃棄物処理図上演習運営支援業務 奈良県 

2020 災害廃棄物処理に係る図上訓練 愛媛県 

2020 
災害対応の経験・教訓をつたえる・つなげる継承手法の開発支援業

務 
国立大学法人東北大学 

2020 藤岡南地域避難所開設運営訓練コーディネート業務 愛知県豊田市 

2019 
平成30年度（補正繰越）災害廃棄物処理対策研修モデル業務（中国

四国ブロック） 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2019 神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2019 
京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営及び外国人向

け情報伝達フォーマットの作成業務 
京都市 

2019 令和元年度島しょ被害想定図上訓練企画運営等業務委託 東京都 

2019 
平成30年度（補正繰越）大規模災害時における中国四国ブロックで

の広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2018 

～19 
徳島市災害時対応力維持強化計画事業 徳島市 

2019 岐阜県災害廃棄物処理図上演習業務委託 岐阜県 

2019 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 

2019 
令和元年度 奈良県災害廃棄物対策教育・訓練（図上演習）実施業

務委託 
奈良県 

2019 令和元年度岡山県災害廃棄物処理訓練等運営支援業務 岡山県 

2019 災害廃棄物処理に係る図上訓練実施業務 愛媛県 

2019 災害廃棄物処理担当者研修支援業務 堺市 

2018 神戸市災害時物資供給マニュアル改定等支援業務 神戸市 

2018 滋賀県災害廃棄物処理訓練運営支援業務 滋賀県 
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年度 調査名 発注者 

2018 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務 京都市 

2018 災害廃棄物処理担当者研修支援業務 堺市 

2018 平成30年度都域の災害対応力向上に係る業務委託 東京都 

2018 平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定業務   神戸市 

2018 
平成30年度三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画改定に係る基礎

調査等業務 
神戸市役所 

2017 
平成 29 年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2017 平成 29年度岡山県災害廃棄物処理訓練等運営支援業務 岡山県 

2017 茨木市職員防災訓練支援業務 大阪府茨木市 

2017 平成 29年度災害廃棄物処理図上演習モデル事業（近畿ブロック） 
環境省 近畿地方環境

事務所 

2017 平成 29年度奈良県災害廃棄物対策教育・訓練実施業務 奈良県 

2016 仙台市危機管理・防災対応力向上研修訓練プログラム作成業務 仙台市 

2016 九州エリア広域災害対応マニュアル策定支援業務 日本生活協同組合連合会 

2016 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務   神戸市 

2016 
京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練（図上）の企画・運営支援

業務 
京都市 

2016 平成 28年度危機管理研修業務委託 兵庫県芦屋市 

2015 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会運営支援等業務   神戸市 

2015 不測時における食料安全保障のための演習事業 農林水産省 

2015 
京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練（図上）の企画・運営支援

業務 
京都市 

2015 
平成27年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2014 堺市災害時物資供給マニュアル検証支援業務 堺市 

2014 
モデル地区における大規模災害時の船舶活用の具体的方策に関す

る調査業務 

一般社団法人日本海事

検定協会 

2014 
大規模災害時における多様な輸送モードを活用した支援物資物流

システムの構築に関する調査事業 
国土交通省関東運輸局 

2012 
特別養護老人ホームにおける災害時の事業継続計画・復旧に関する

調査研究事業 

社団法人全国老人福祉

施設協議会 

2011 
平成 23 年度 南海地震等の想定地域における民間施設・ノウハウ

を活用した災害に強い物流システムの構築に関する調査 
国土交通省四国運輸局 

2011 平成 23年度事業継続（ＢＣＰ）についての研修の実施 兵庫県芦屋市 

2003 危機管理能力向上訓練業務 愛知県 
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⑬ 大規模災害復興、検証関連 

年度 調査名 発注者 

2021 過去の大規模災害における人的被害・被災状況調査の実態把握 内閣府 

2020 
新長田駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業の分析・検証支援

業務 
神戸市 

2020 令和２年度大規模災害による災害廃棄物処理事例の記録活用業務 
環境省 中国四国地方

環境事務所 

2019 

～20 
東日本大震災災害対応検証報告書作成業務 宮城県気仙沼市 

2020 復興祈念公園整備工事発注者支援等業務（事業支援業務） 宮城県気仙沼市 

2019 新長田駅南地区における市街地再開発事業の経済効果検討業務 神戸市 

2019 復興祈念公園整備実施設計等業務（設計監修及び事業支援業務） 宮城県気仙沼市 

2017

～18 

復興祈念公園整備基本設計等業務（復興祈念公園施設検討委員会運

営支援） 
宮城県気仙沼市 

2018 
平成30年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な

災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

環境省 中国四国地方

環境事務所 

2018 茨木市地震対応検証報告書作成業務委託 大阪府茨木市 

2016 

～18 
東日本大震災災害対応記録集作成業務 宮城県気仙沼市 

2016 
地方公共団体における土砂災害及び火山噴火災害等からの復旧・復

興対策の推進に関する調査 
内閣府 

2015 大規模災害における復興対策の活用実績等調査 内閣府 

2014 災害復旧事業の代行及び復旧・復興に係る職員派遣に関する調査 内閣府 

2014 東北被災３県における非住宅市場需要調査 民間企業 

2014 芦屋市阪神・淡路大震災20周年事業検証報告書第１章作成業務 兵庫県芦屋市 

2014 平成26年度水産加工団地整備推進計画策定等推進支援業務委託 宮城県女川町 

2013 地方公共団体における災害復旧・復興事前対策に関する調査 内閣府 

2013 平成 25年度水産業復興コーディネート業務委託 宮城県女川町 

2013

～15 
女川町水産加工団地共同排水処理施設整備PFIアドバイザリー業務 宮城県女川町 

2013 新長田駅南地区第二種市街地再開発事業の中間評価検討業務 神戸市 

2012 

PFI 手法を活用した震災復興案件の立ち上げ支援業務等 

平成24年度 被災地（宮城県女川町）におけるPFIを活用した共同水

産加工場整備運営事業に関する支援等業務 

内閣府 

2012 

PFI 手法を活用した震災復興案件の立ち上げ支援業務等 

平成 24 年度 被災地（宮城県女川町）における PFI を活用した共

同排水処理施設整備事業に関する支援等業務 

内閣府 

2012 

複数の施設をまとめて計画的に PFI 手法で整備する案件支援 

平成 24 年度被災地において水産施設等の施設をまとめて PFI で整

備する計画の検討支援等業務 

内閣府 

2012 

複数の施設をまとめて計画的に PFI 手法で整備する案件支援 

平成 24 年度 被災地において文化施設等の施設をまとめて PFI で

整備する計画の検討支援等業務 

内閣府 

2012 女川町基幹産業復興事業における事業化推進支援業務 民間企業 

2011 
平成 23 年度中心市街地商業等活性化支援等委託事業「東日本大震

災被災地支援に向けた、阪神・淡路大震災復興事例調査」 

経済産業省 近畿経済

産業局 
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年度 調査名 発注者 

2006 カトリーナ調査支援業務 
阪神・淡路大震災記念 

人と防災未来センター 

2004 台風 23号検証報告書作成業務 京都府 

2004 指標等からみた復興 10年の成果収集分析調査委託業務 
財団法人阪神・淡路大震

災記念協会 

1994 神戸市復興計画都市基盤関連調査 神戸市 

1994 
阪神大震災が土地関連市場に与えた影響及び阪神大震災を踏まえ

た今後の土地利用のあり方に関する調査 

国土庁土地局土地情報

課 

 

⑭ 防犯・学校安全 

年度 調査名 発注者 

2021 国内で児童に利用されるSNSの実態調査 警察庁 

2020 
学校安全総合支援事業（地域における通学路の安全確保の方策等に

ついての調査研究） 
文部科学省 

2018 
子どもと女性に対する犯罪等を防止するための対策に関する調査

研究 
警察庁 

2017 防犯性に優れた大規模商業施設の普及促進に係る調査研究 
（公財）日工組社会安全

研究財団 

2015 
「学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」実施支援業

務 
文部科学省 

2014

～15 
持続可能な安全・安心まちづくりの推進方策に係る調査研究 警察庁 

2013 効果的な交通安全教育に関する調査研究 文部科学省 

2011 防犯カメラ設置運用及び効果検証に関する調査研究 警察庁 

2011 盗品情報の提供の在り方に関する調査研究 警察庁 

2009

～10 
犯罪情勢分析手法の高度化に向けた調査研究 警察庁 

2008 
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の改正要否の検討に係

る調査研究 
警察庁 

2007 平成19年度本厚木駅周辺環境浄化対策事業委託 厚木市 

2006 犯罪に強いまちづくり協働モデル事業 神奈川県 

2006 防犯性能を考慮した商業地の公共施設整備・管理手法の検討 国土交通省 

 

⑮ 共同研究・自主研究 

年度 調査名 研究パートナー等 

2019 

～20 
東日本大震災10年 自治体の災害対応の技能継承手法に関する研究 

宮城県気仙沼市 

東北大学 

兵庫県立大学 

2018 

～20 
小規模自治体向け防災アクションカード開発の共同研究 熊本県益城町 

2016

～17 
災害時要援護者対策の具体化に向けた実証的研究 

愛知県小牧市、大阪市

鶴見区 

2015 
災害時要配慮者に関わる調査研究 

（全国自治体アンケート、地域防災セミナーの開催） 
自主研究 

2014 震災の教訓継承に関する共同研究 兵庫県芦屋市 
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年度 調査名 研究パートナー等 

2013 気仙沼市における緊急物資輸送の事後検証に関する共同研究 宮城県気仙沼市 

2012 災害対応の検証に関する共同研究 宮城県気仙沼市 

2012 ＢＣＰに関する共同研究 兵庫県芦屋市 

 

⑯ その他 

年度 調査名 発注者 

2021 
災害時の電力供給支援に資する電気自動車等の電源品質確保等に

関する調査 
国土交通省 

2018 
平成30年度生態系を活用した防災・減災及びグリーンインフラの

社会実装に関する調査検討業務 
環境省 

2017 
平成29年度生態系を活用した防災・減災及びグリーンインフラの

社会実装に関する調査検討業務 
環境省 

2015 平成27年度生態系を活用した防災・減災に関する検討調査業務 環境省 

2014 平成26年度生態系を活用した防災・減災に関する検討調査業務 環境省 

2012 浸水情報提供システム検討業務 愛知県 

2012 川西市立小中学校耐震化ＰＦＩ導入可能性調査 大阪府川西市 

2011 
聴覚障がい者対応型の住宅用火災警報器の設置支援事業に関する

調査検討事業 
消防庁 

2010 県立消防学校移転整備 PFI可能性調査 福岡県 

2009 防災に関する土地利用規制と関連諸制度に関する調査業務 
国土交通省 国土交通

政策研究所 

2008 住警器の需要・普及予測手法の開発・検証等に係る調査研究 神戸大学 

2008 
地域レベルの住宅用火災警報器普及率の調査・推計手法に関する

検討事業 
消防庁 

2006 
都市における地域防災と企業防災のリンケージ構想によるまちづ

くりの検討調査研究 

財団法人大阪科学技術

センター 

2001 大阪市耐震診断・改修進行管理業務 
財団法人大阪建築防災

センター 

2000 大阪市耐震診断・改修進行管理補足調査 
財団法人大阪建築防災

センター 

2000 大阪市耐震診断改修推進管理業務 
財団法人大阪建築防災

センター 

1998 防災情報システム基礎調査 滋賀県 

1998 大阪市耐震改修推進管理業務 大阪市 

1997 大阪市耐震改修推進管理業務 大阪市 

 

以 上 

 


