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エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社

官公庁・団体受注実績
年度
平成30年度

官公庁・団体

件名

内閣府

麦類及びそば類アレルギーに係る食品表示についての食品健康影響評価のための調査

内閣府

器具・容器包装の規格基準改正(カドミウム)に係る食品健康影響評価のための情報収集

内閣府

平成30年度 原子力利用の国内外の最新動向に係る情報収集等調査

内閣府

被害者支援における危険度判定に基づく加害者対応に関する調査研究事業

内閣府

大規模地震における具体的な応急対策活動に関する計画改定等支援業務

内閣府

教育の質の変化を反映した価格・実質アウトプットの把握手法に関する調査研究

内閣府

経済活動別生産性の推計に向けたデータ整備及び生産性指標開発に係る研究

内閣府

我が国におけるAI技術の導入に伴う雇用環境への影響に関する調査研究

内閣府

南海トラフ沿いの巨大地震等に関する被害想定調査検討業務

内閣府

介護の質の変化を反映した価格の把握手法に関する調査研究

警察庁

諸外国における運転中の携帯電話使用等に係る法制度等に関する調査研究

総務省

ユニバーサルサービスを取り巻く現状等に関する調査の請負

総務省

地方統計機構の的確な体制整備に係る業務分析等支援業務の請負

総務省

サービス統計の改善に向けた調査研究の請負

総務省

オンサイト利用普及促進事業に関する意向調査業務等の請負

外務省

「領事サービス向上・改善のためのアンケート」調査結果分類・集計・設問設定等にかかる
報告書作成業務

厚生労働省

業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究

厚生労働省

介護保険料の在り方に関する調査研究事業

厚生労働省

介護保険事務の広域的実施に関する調査研究事業

厚生労働省

要介護認定者数等の推計と計画への反映方法に関する調査研究事業

厚生労働省

地域共生社会の実現等を見据えたケアマネジメントやケアマネジャーの在り方に関する調
査研究事業

厚生労働省

訪問介護におけるサービス提供状況に関する調査研究事業

厚生労働省

地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在り方に関する調査研究事業

厚生労働省

居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究一式

厚生労働省

福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究一式

厚生労働省

子どもの学習支援事業の評価指標の運用に関する調査研究

経済産業省

平成30年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における抽出計画作成等事業

経済産業省

平成30年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における統計表作成等事業

経済産業省

資源エネルギー庁

平成30年度製造基盤技術実態等調査(世界の石油化学製品の今後の需給動向等に
関する調査)
原子力発電等立地国における国民との信頼関係醸成に向けたコミュニケーション強化に関
する取組調査

国土交通省

地域公共交通確保維持改善事業のあり方に関する調査業務

国土交通省

観光地のバリアフリー情報提供のためのガイドラインの作成等業務

国土交通省

自動車輸送統計第3号様式調査(一般乗合)の標本設計業務

環境省

平成29年度

平成30年度放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線による健康影響等に関する
統一的な基礎資料の改訂及びポータルサイトのコンテンツ制作等)委託業務

環境省

平成30年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成30年度汚水処理施設の効率的な整備・運営管理に向けた調査業務

環境省

平成30年度入力・集計システムの整備と運用委託業務

環境省

平成30年度地域くらしの水環境整備促進調査業務

環境省

平成30年度浄化槽整備事業の進捗状況評価に関する調査検討業務

環境省

平成30年度低炭素社会実行計画に関する検討調査等業務

環境省

「平成30年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務」の対象事業選定等補助業務

原子力規制委員会

平成30年度韓国・中国・台湾における原子力規制情報及び事故・故障情報調査

原子力規制委員会

平成30年度原子力施設保有国における規制情報及び国際機関の原子力安全情報調査

原子力規制委員会

平成30年度キャニスタを用いた乾式貯蔵方法の多様化に係る調査

原子力規制委員会

平成30年度 核物質防護対策 テロ事例等に関する調査(その1)

原子力規制委員会

平成30年度 核物質防護対策 テロ事例等に関する調査(その2)

国立環境研究所

低炭素地域シナリオ構築支援業務

国立環境研究所

平成30年度資源・エネルギー統合施策評価モデル構築支援業務

宮城県

原子力防災訓練支援業務

山形県

山形県の総合的な交通体系のあり方に関する調査業務

福島県

「いわき地域の復興と未来への希望をつなぐ大交流事業」交流拡大支援業務

茨城県

平成30年度グローバルニッチトップ企業育成促進

埼玉県

埼玉エコタウンプロジェクト効果測定業務委託

東京都

水道需要の影響要因に関する調査研究(平成30年度)委託

富山県

平成30年度富山県原子力防災訓練評価業務

島根県

平成30年度島根県原子力防災訓練実施支援等業務

佐賀県

平成30年度佐賀県原子力防災訓練の実施に係る評価業務

葛尾村

葛尾村原子力災害広域避難計画(仮称)策定業務委託

飯舘村

飯舘村原子力災害広域避難計画(仮称)策定支援業務

内閣府

首都圏の人口が集中する地域に在住する若年者の結婚と生活環境に関する調査研究

内閣府

卵及び乳アレルギーに係る食品表示についての食品健康影響評価のための調査

内閣府

海外における汚染物質等に係るばく露評価に関する実態調査

内閣府

自動走行システムの実現に向けた諸課題とその解決の方向性に関する調査・検討におけ
るダイナミックマップの多用途利用に向けた実現可能性の調査検討

内閣府

平成29年度 原子力利用の国内外の最新動向に係る情報収集等調査

内閣府

電力・ガス比較サイトの現状把握と課題抽出のための調査

警察庁

多機関連携によるストーカー対策のための取組に関する調査研究

総務省

小電力機器等の流通状況調査等の請負

総務省

平成29年度「ふるさとワーキングホリデー」の調査及び成果分析の請負

厚生労働省

喫煙環境に関する実態調査一式

厚生労働省

業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究

厚生労働省

市町村における居宅介護支援事業所に対する実地指導に関する支援ツールの開発に関
する研究事業

厚生労働省

ケアマネジャーの資質の向上のための方策等に関する調査研究事業

厚生労働省

子どもの学習支援事業の評価指標開発のための調査研究事業

厚生労働省

介護職員に求められる資質の確保等に関する事業

厚生労働省

ホームレスの実態を踏まえた、生活困窮者自立支援制度における一時生活支援事業に
関する調査研究事業

厚生労働省

社会人経験者への看護師学校養成所PRに関する調査

厚生労働省

看護学生実習の国民向けPRに関する調査

厚生労働省

面会交流を支援する民間団体の実態に関する調査

国立医薬品食品衛生研究所

諸外国における乳及び乳製品に係る製造基準等に関する情報調査

国立医薬品食品衛生研究所

食鳥処理工程における微生物汚染低減策に関する事例集作成

経済産業省

平成29年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における抽出計画作成等事業

経済産業省

平成29年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における統計表作成等事業

経済産業省

平成29年度純粋持株会社の企業グループの活動等に関する調査研究

経済産業省

世界の石油化学製品の今後の需給動向等に関する調査

資源エネルギー庁

資源エネルギー庁

資源エネルギー庁

平成29年度固定価格買取制度における賦課金特例認定システムの運用業務(再生可
能エネルギーの固定価格買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析)
平成29年度省エネルギー政策立案のための調査事業(特定エネルギー消費機器における
現状分析調査事業)
平成29年度原子力発電施設広聴・広報等事業(原子力発電施設立地地域振興のた
めの基礎情報収集及び地域経済分析に係る調査)

国土交通省

帰宅困難者対策の必要な地域の把握と帰宅困難者対策の取組推進に係る検討調査

国土交通省

四国における幹線鉄道等の地域公共交通需要の調査・分析業務

国土交通省

平成29年度 鑑定評価モニタリング実施状況等調査業務

国土交通省

自動車輸送統計調査の補完方法の分析・検証及び提案業務

国土交通省

平成29年度輸送部門における省エネ法及びフロン排出抑制法に係る調査分析業務

国土交通省

人口減少・少子高齢化に対応した交通その他の交通の動向に関する調査業務

国土交通省

地域公共交通事業者の経営の改善に関する調査業務

国土交通省

観光地のバリアフリー評価のためのマニュアル作成等業務

環境省

平成29年度環境経済観測調査(環境短観)

環境省
環境省

平成29年度 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料の改訂及びポータル
サイトのコンテンツ制作等
平成29年度放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線の健康影響に係る研究調査事業)

平成28年度

環境省

平成29年度低炭素社会実行計画に関する検討調査業務

環境省

平成29年度汚水処理施設の効率的な整備・運営管理に向けた調査業務

環境省

平成29年度製品プラスチック一括回収及び選別一体化等に係る実証業務

環境省

平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務

環境省

平成29年度入力・集計システムの整備と運用委託業務

環境省

平成29年度冷媒フロン類実態把握調査支援業務

環境省

平成29年度水銀等処理に係る最終処分に関するアンケート調査業務

環境省

平成29年度地方公共団体実行計画区域施策編のあり方に関する調査・支援委託業務

環境省

循環産業海外展開プロジェクト支援

環境省

平成29年度浄化槽整備事業の進捗状況評価に関する調査検討業務

環境省

平成29年度政府共通プラットフォームの検証端末へのExcelの導入業務

原子力規制委員会

平成29年度韓国・中国・台湾における原子力規制情報及び事故・故障情報調査

原子力規制委員会

平成29年度テロ事例等に関する調査(その1)

原子力規制委員会

平成29年度テロ事例等に関する調査(その2)

科学技術振興機構

超スマート社会の社会受容性の調査(第３回)

科学技術振興機構

多面的視点による社会的問題の抽出結果の評価

科学技術振興機構

個人情報の保護と活用等に関する自治体へのインタビュー調査

科学技術振興機構

超スマート社会の社会受容性経年変化の抽出

海上技術安全研究所

使用済燃料貯蔵施設の経年変化対策に係る評価手順の整備

国立環境研究所

平成29年度資源・エネルギー統合施策評価モデル構築支援

国立環境研究所

都市空間情報及び二酸化炭素排出量整備支援業務

青森県

青森県ごみ処理「見える化」ツール作成業務

福島県

平成29年度原子力防災訓練企画・運営支援及び評価業務

島根県

平成29年度島根県原子力防災訓練実施支援等業務

島根県

原子力災害時の放射能分析に係る他機関連携検討のための基礎調査

君津市

君津市坂田火災事故調査委員会事務局支援業務委託

静岡市

「生涯活躍のまち静岡推進協議会」に関する運営支援および事業計画策定支援業務

富士市

富士市浄化槽整備計画及びPFI手法導入可能性調査業務委託

神戸市

雲井通5・6丁目の再整備にかかる費用便益分析等業務

大阪観光局

関西国際空港外国人動向調査データクリーニング

大阪観光局

関西国際空港外国人動向調査集計

内閣府

清涼飲料水中の化学物質(六価クロム)の規格基準改正に係る食品健康影響評価のた
めの情報収集・調査

内閣府

平成28年度 原子力利用の国内外の最新動向に係る情報収集等調査

内閣府

原材料に着目して料理を品目に細分化する手法等に関する諸外国の実態調査

内閣府

地方財政制度等の改革に関する経済効果の検証手法についての調査研究

厚生労働省

平成28年度一時生活支援事業

厚生労働省

平成28年度歯科保険サービスの効果実証事業(認知症重症化予防等)の委託

厚生労働省

特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズ対応のあり方に関する調査研究事業

厚生労働省

居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等に関する調査研究事業

厚生労働省

高齢者の在宅生活継続に向けたサービスのあり方に関する調査研究事業

厚生労働省

ひとり親家庭支援策の実態に関する調査研究事業

厚生労働省

平成28年度教育訓練給付の受講効果に関する調査研究事業

厚生労働省

ホームレスの実態に関する調査

国立医薬品食品衛生研究所

国際的な動向を踏まえた乳及び乳製品の試験法の研究における海外動向の文献調査

経済産業省

平成29・30年度商業動態統計調査における標本抽出作業(平成28年度)

経済産業省

平成28年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における抽出計画作成等事業

経済産業省

平成28年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における統計表作成等事業

資源エネルギー庁

資源エネルギー庁

資源エネルギー庁

平成28年度電力系統関連設備形成等調査事業(電力流通に係る事業者別CO2排
出係数の算定・集計・分析等業務)
平成28年度新エネルギー等導入促進基礎調査(再生可能エネルギーの固定価格買取
制度における賦課金減免措置に関する実態調査)
平成28年度固定価格買取制度賦課金特例認定基盤構築等業務(再生可能エネルギ
ーの固定価格買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析)

国土交通省

立地競争力の更なる強化に資する国際航空ネットワークに関する調査研究

国土交通省

平成28年度鑑定評価モニタリング実施状況等調査業務

国土交通省

PPP/PFI手法簡易定量評価調書作成等業務

国土交通省

平成28年度国土情報の整備方針に係る事前検討業務

環境省

平成28年度環境経済観測調査(環境短観)

環境省

フロン類再生量報告等の集計支援

環境省

平成28年度低炭素社会実行計画に関する検討調査業務

環境省

平成28年度地域の温室効果ガスインベントリ構築等検討委託業務

環境省

平成28年度食品廃棄物の転売防止のための措置に関するガイドライン策定検討等業務

環境省

平成28年度浄化槽普及戦略の策定に向けた調査検討業務

環境省

平成28年度食品循環資源の再生利用等の促進に関する実施状況調査等業務

環境省

平成28年度入力・集計システムの整備と運用委託業務

原子力規制委員会

平成28年度 原子力施設保有国における規制情報及び国際機関の原子力安全情報の調査

原子力規制委員会

欧州規制セキュリティインターフェース調査

原子力規制委員会

平成28年度 核物質防護対策 テロ事例等に関する調査(その1)

原子力規制委員会

平成28年度 核物質防護対策 テロ事例等に関する調査(その2)

科学技術振興機構

超スマート社会の社会受容性調査

海上技術安全研究所

使用済燃料の貯蔵リスクに関する文献調査

国立環境研究所

地域分散エネルギーに関する文献調査、プログラム作成及び地域交通システムに関する
文献調査、プログラム作成

青森県

県内食品循環資源等の発生及び処理状況等調査業務

青森県

平成28年度ごみ減量・リサイクル促進のための個別打合せ開催(「見える化」支援)業務委託

平成27年度

埼玉県

広域的浄化槽行政移行推進計画策定業務委託

島根県

平成28年度島根県原子力防災訓練実施支援等業務委託

大田区

「(仮称)地域力・国際都市宣言」における宣言文策定支援等業務

石垣市

石垣市における移住・定住に関するニーズ及び経済波及効果調査委託

内閣官房

「プログラミング教育」の実施状況に関する現状調査

内閣官房

平成27年度構造改革特別区域の評価等に関する調査

内閣府

原材料に着目して料理を品目に細分化する手法等に関する諸外国の実態調査

内閣府

平成27年度食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」に係
る集計作業等

厚生労働省

ひとり親家庭の相談支援機能の強化に関する調査研究事業

経済産業省

平成27年度容器包装使用合理化調査

経済産業省

平成27年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における抽出計画作成等事業

経済産業省

平成27年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における統計表作成等事業

経済産業省

特定サービス産業実態調査の改善方策に資する基礎資料作成等業務

資源エネルギー庁

平成27年度新エネルギー等導入促進基礎調査(再生可能エネルギーの固定価格買取
制度による負担動向分析調査)

国土交通省

地域公共交通における競争入札とサービス評価に関する調査業務

国土交通省

空き物件の流通における媒介活用の連携促進調査

国土交通省

国土交通分野における女性活用促進策と生産性向上に関する調査業務

国土交通省

オリンピック・パラリンピックを見据えたバリアフリー化の推進に関する調査研究

国土交通省

地域公共交通活性化事例の収集及び分類・整理業務

国土交通省

AQPシステムの整備(機器導入支援)

国土交通省

平成27年度AQPシステムの整備

国土交通省

平成27年度鑑定評価モニタリング実施状況等調査業務

国土交通省

総合的な評価手法に係る評価項目等の収集・整理業務

環境省

平成27年度電力業界の地球温暖化対策に関するヒアリング開催支援委託業務

環境省

平成27年度国内外電力関係基礎情報収集委託業務

環境省

平成27年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成27年度低炭素社会実行計画FU

環境省

平成27年度地域の温室効果ガスインベントリ構築等推進事業検討

環境省

平成27年度浄化槽システムの国際普及戦略作成等検討業務

環境省

平成27年度浄化槽の経済性に関する調査業務

原子力規制委員会

平成27年度ドイツにおける限定クリアランスに関する調査

原子力規制委員会

平成27年度 福島第一原子力発電所事故教訓に係る米国規制対応調査

量子科学技術研究開発機構

ITER調達機器関連の市場動向調査

情報処理推進機構
情報処理推進機構

「地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性に関する調査」調査票データ入
力及び集計業務
中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査

海上技術安全研究所

国立環境研究所

平成26年度

地域分散エネルギーに関する文献収集、プログラム作成及びバイオマスのマテリアルフロー
計算プログラム作成業務

青森県

平成27年度ごみ減量・リサイクル促進のための作戦会議及びセミナー開催業務

島根県

平成27年度原子力防災訓練実施支援等業務委託

福岡県

平成27年度福岡県原子力防災訓練評価業務

弘前市

平成27年度 弘前市一般廃棄物処理基本計画策定支援業務

大田区

「『国際都市おおた』推進に関する区民・有識者会議」に関する調査・運営支援業務

豊島区

豊島区本庁舎来庁者アンケート調査業務委託

内閣府

ソーシャル・キャピタルに関する意識調査

内閣府

各市町村の自立性と産業構造に関する調査

内閣府

平成26年度「規制改革の経済効果」に係る調査

厚生労働省

離婚前の子どもの養育に関する取り決めを促すための効果的な取組に関する調査研究事業

農林水産省

平成26年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業

経済産業省

次回基準の第3次産業活動指数等に適用する季節調整法の適正化に関する検証業務

経済産業省

平成27・28年度商業動態統計調査における標本抽出作業(平成26年度)

国土交通省

平成26年度 鑑定評価モニタリング実施状況等調査業務

環境省

平成26年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成26年度食品循環資源に関する実施状況調査等業務

環境省

平成26年度生物多様性分野における気候変動への適応に係る検討調査業務

環境省

平成26年度地域の温室効果ガスインベントリ構築等推進事業検討委託業務

環境省

平成26年度低炭素社会実行計画に関する検討調査業務

原子力規制委員会

平成26年度 原子力施設保有国の原子力規制情報の収集調査

原子力規制委員会

平成26年度 国際機関の原子力安全情報の収集調査

原子力規制委員会

平成26年度 福島第一原子力発電所事故訓練に係る米国規制対応調査

原子力規制委員会

平成25年度

シームレス小型船システム実用化検討等支援業務

平成26年度原子力発電施設等核物質防護対策(高速計算機の部分利用およびソフト
ウェア(LS-DYNA)等の賃貸借)

原子力規制委員会

平成26年度貯蓄・輸送キャスクにおける燃焼度クレジットに係る技術調査

防災科学技術研究所

降雹に関する観測手法および情報収集手法の調査

日本原子力研究開発機構

ガンマ線遮蔽計算コードの機能拡張作業

原子力安全基盤機構

平成26年度 欧州主要国原子力施設事故・故障情報の調査

青森県

平成26年度市町村ごみ処理最適化支援業務

埼玉県

広域的浄化槽行政シミュレーション委託

川崎市

生活困窮者支援制度施行円滑化事業業務委託

内閣府

地方の自立的発展に関する調査研究

農林水産省
経済産業省

平成25年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業(口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の
評価に関する疫学的研究)委託事業
延長産業連関表に用いるための経済センサス-活動調査データに関する検証業務

経済産業省

経済産業省

平成24年度

する調査」
平成25年度中小企業等環境問題対策調査等委託費(容器包装リサイクル推進調査<
容器包装使用合理化調査>)

国土交通省

人口減少下における地域の価値向上や低・未利用地の活用に向けた実態調査

国土交通省

平成25年度 鑑定評価モニタリング関係調査業務

国土交通省

平成25年度 国土形成計画(全国計画)のモニタリングに関する調査・分析業務

国土交通省

平成25年度 市町村別及びメッシュ別の人口・環境等国土構造に関する調査

環境省

平成25年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成25年度自主行動計画・低炭素社会実行計画に関する検討調査業務

環境省

平成25年度食品循環資源の再生利用等の促進に関する実施状況調査等業務

環境省

平成25年度単独処理浄化槽の転換促進に関する調査業務

環境省

平成25年度廃プラスチックリサイクルの品質向上支援業務

日本原子力研究開発機構

ORIGENコードの光子ライブラリデータの調査

原子力安全基盤機構

平成25年度 安全規制に活用可能な国内外の研究成果の蓄積

原子力安全基盤機構

平成25年度 原子力防災に関する訓練・研修の評価業務

青森県

青森県ごみ処理将来予測等作成業務

東京都

2050年における東京都の人口推計作業委託

内閣府

平成24年度国民保護共同実動訓練企画支援業務(その1)

厚生労働省

平成24年度保健師活動領域調査分析業務

農林水産省

平成23年度

平成25年度製造基盤技術実態等調査「世界の石油化学製品の今後の需給動向に関

平成24年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業(口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の
評価に関する疫学的研究)委託事業

経済産業省

資本財販売先調査に係る名簿作成業務

国土交通省

平成24年度 国土形成計画(全国計画)のモニタリングに関する調査・分析業務

国土交通省

洋上風力発電等海洋再生可能エネルギーに係る国際技術動向等に関する調査

環境省

平成24年度温室効果ガス排出量、削減量算定及び目標設定事例調査業務

環境省

平成24年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成24年度環境自主行動計画に関する検討調査業務

環境省

平成24年度地方公共団体等における気候変動適応策検討支援・調査業務

環境省

平成24年度廃プラスチックリサイクルの品質向上支援業務

環境省

平成24年度被災地における石綿によるばく露に関する調査業務

日本原子力研究開発機構

ボクセルファントムを用いた被ばく線量計算業務

産業技術総合研究所

地震変形構造解析システムの開発 1式

東京都

平成24年度排出量取引制度に係る相談窓口(ヘルプデスク)開設業務委託

内閣府

家計の消費・貯蓄行動に関する調査

内閣府

平成23年度「重要インフラにおける共通脅威分析」に関する調査

農林水産省

レギュラトリーサイエンス新技術開発事業(口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の評価に関する
疫学的研究)

平成22年度

経済産業省

特定サービス産業動態統計調査の母集団名簿整備作業

国土交通省

総合水資源管理に関する情報共有・提供システム運用検討業務

環境省

平成23年度環境経済観測調査(環境短観)委託業務

環境省

平成23年度環境自主行動計画に関する検討調査業務

環境省

平成23年度被災地における石綿によるばく露に関する調査業務

原子力安全基盤機構

平成23年度 「原子力施設における火災防護に関する研修」に係る支援

内閣府

「都道府県別経済財政モデル」の更新のための調査

厚生労働省

平成22年度 老人保健健康増進等事業採択事業

農林水産省

「平成22年度農林水産研究におけるニーズ創出型情報発信事業」委託事業

経済産業省

特定サービス産業動態統計調査の母集団名簿整備作業

国土交通省

国土形成計画(全国計画)のモニタリングに関する調査・分析業務

国土交通省

住宅瑕疵担保履行法関連業務の支援に関するツールの再改良業務

国土交通省

鉄道係員に関する安全指針整備のための調査研究

国土交通省

道路と建築物の立体的利用に関する調査業務

国土交通省

平成22年度メッシュ別簡易人口予測値算出システム開発業務

日本原子力研究開発機構

MELCORコードによるBWRシビアアクシデント進展解析

原子力安全基盤機構

平成22年度 核燃料輸送講習会の支援業務

原子力安全基盤機構

平成22年度 自治体原子力防災訓練支援の助勢

原子力安全基盤機構

平成22年度「原子力施設における火災防護に関する研修」に係る支援

川崎市

エコ運搬ポータルサイト構築事業実施委託

川崎市

環境技術情報ポータルサイト構築事業実施委託

川崎市

環境技術情報収取・発信事業実施委託

※平成22年度以降受注案件のうち、公表可能な案件のみ掲載しています。

