
実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成30年度 避難経路データ（ＰＤＦ）の作成業務委託 東京都杉並区

平成30年度 碧南市 津波避難計画策定業務 国大）名古屋大学

平成30年度 松本市災害危険度判定見直し調査業務委託 松本市

平成30年度 防災都市づくり計画総合評価に向けた基礎データ作成業務 さいたま市

平成30年度
平成３０年度厚木市地震被害想定調査業務委託及び厚木市地域防災計
画修正業務委託

厚木市

平成30年度 豊田市緊急輸送道路等 路線指定修正業務委託 豊田市

平成30年度 鳥取県震災対策アクションプラン見直し支援業務 鳥取県

平成30年度 Ｈ３０阿見町自主防災育成事業前期（第Ⅱ期１）支援業務 稲敷郡阿見町

平成30年度 大船渡市津波避難計画策定業務委託 大船渡市

平成30年度 平成３０年度 みなかみ町地域防災計画改訂業務 利根郡みなかみ町

平成30年度 陸前高田市地域防災計画見直し業務 陸前高田市

平成30年度 大分県地震被害想定調査委託業務 大分県

平成30年度 茨城県地震被害想定業務委託 茨城県

平成30年度 地域防災計画等改定及び各種災害マニュアル類の策定支援業務 常総市

平成30年度 平成30年度中部地域ブロックにおける災害廃棄物処理モデル事業
環境省中部地方環境事務
所

平成30年度
30い総委第33号 平成30年度 いの町宇治川洪水・土砂ハザードマッ
プ作成委託業務

吾川郡いの町

平成30年度 柏市防災アセスメント調査及び地区別防災カルテ作成業務委託 柏市

平成30年度 市川市防災カルテ作成業務委託 市川市

平成30年度 物品）平成３０年度緊急輸送道路の通行機能に係る調査委託 都）都市整備局

平成30年度 防災アセスメント調査及び地区別防災カルテ改定業務委託 船橋市

平成30年度 津波災害警戒区域（基準水位）図面再作成 鳥取県

平成30年度 平成３０年度 由布市業務継続計画策定業務委託 由布市

平成30年度 中部「歴史地震」研究懇談会 年報作成業務 国大）名古屋大学

平成30年度 さいたま市事業継続計画改定支援業務 さいたま市

平成30年度 防災対策事業 業務継続計画修正委託（地震災害編） 海部郡飛島村

平成30年度 避難所個別運営マニュアル作成 海部郡飛島村

平成30年度 検索用津波シナリオ高度化等支援業務 国）防災科研

平成30年度 災害時業務継続計画策定業務委託 小牧市病院事業

平成30年度 高知市救助・救出計画（基本方針）策定委託業務 高知市

平成30年度 昭和東南海地震文献資料調査業務 国大）名古屋大学

平成30年度 志布志市業務継続計画（地震・津波編）策定支援業務委託 志布志市

防災計画関係

〔地域防災計画、地震防災戦略、防災まちづくり計画、耐震改修促進計画、津波避難計画等〕



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成30年度 宮前地すべりに対応した業務継続計画時点更新作業 国)吉野川ダム統合管理

平成29年度 島根県地震津波被害想定検討業務委託 島根県

平成29年度 平成２９年度稲敷市地域防災計画修正業務 稲敷市

平成29年度 Ｈ２９阿見町自主防災育成事業前期（第Ⅰ期ー２）支援業務 阿見町

平成29年度 宮代町地域防災計画改訂等業務委託 宮代町

平成29年度 市川市地域防災計画修正及び各種マニュアル作成業務委託 市川市

平成29年度 柏原市住宅・建築物耐震改修促進計画改定業務 柏原市

平成29年度 平成２９年度 神戸市地域防災計画等改定補助業務 神戸市

平成29年度 智頭町耐震改修促進計画見直し業務 智頭町

平成29年度 下松市地域防災計画等見直し業務 下松市

平成29年度 平成２９年度由布市地域防災計画修正業務委託 由布市

平成29年度 宇佐市活火山防災対策構想策定支援業務 宇佐市

平成29年度 志布志市津波・河川浸水被害区域避難対策検討業務委託 志布志市

平成28年度 宮崎県地域防災計画（火山災害対策編）修正案等作成業務委託 宮崎県

平成28年度 災害時対応拠点機能確保調査業務 埼玉県

平成28年度
大分県地域防災計画・風水害等対策編（火山災害対策関係）修正案作
成委託業務

大分県

平成28年度 物品）耐震改修の促進に係る調査委託 東京都

平成28年度 阿見町自主防災組織育成事業前期（第Ⅰ期１）支援業務 阿見町

平成28年度 平成２８年度 さいたま市防災都市づくり計画推進業務 さいたま市

平成28年度 地域防災計画修正支援業務委託 流山市

平成28年度 愛西市津波避難計画策定業務委託 愛西市

平成28年度 風水害タイムライン（防災行動計画）等策定補助業務 神戸市

平成27年度
名取市避難行動要支援者避難支援計画（地域支援マニュアル）策定等
業務

名取市

平成27年度 平成27年度神奈川県地震防災戦略策定業務委託 神奈川県

平成27年度 東京都耐震改修促進計画の改定に係る調査委託 東京都

平成27年度 宮崎県耐震改修促進計画改定業務委託 宮崎県

平成27年度 名取市地区防災マニュアル作成業務委託 名取市

平成27年度 さいたま市防災都市づくり計画推進業務 さいたま市

平成27年度 分散備蓄計画策定委託 品川区

平成27年度 西東京市地域防災計画策定等支援委託 西東京市

平成27年度 川崎市地震防災戦略策定支援業務委託 川崎市

平成27年度 豊田市災害対策推進計画策定業務委託 豊田市

平成27年度 朝倉市地域防災計画改訂業務 朝倉市



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成27年度 伊方町地域防災計画改定業務委託 伊方町

平成27年度 平成27年度佐伯市地域防災計画改訂業務委託 佐伯市

平成27年度 周防大島町地域防災計画修正業務 周防大島町

平成27年度 防災対策事業避難所運営マニュアル策定委託 飛島村

平成27年度 防災対策事業飛島村アクションプラン策定委託 飛島村

平成27年度 野迫川村地域防災計画改訂等業務 野迫川村

平成27年度 岡山市耐震改修促進計画の見直し業務委託 岡山市

平成26年度 三田市地域防災計画修正等業務委託 三田市

平成26年度 地区防災マニュアル作成業務 名取市

平成26年度 東日本大震災の教訓を踏まえた名取市地域防災計画修正業務 名取市

平成26年度 熊谷市地域防災計画改定業務委託 熊谷市

平成26年度 平成２６年度川越市地域防災計画修正業務委託（その２） 川越市

平成26年度 宇佐市耐震改修促進計画見直し業務委託 宇佐市

平成26年度 下松市地域防災計画等見直し業務 下松市

平成26年度 三次市地域防災計画見直し業務 三次市

平成26年度 にかほ市地域防災計画改訂業務委託 にかほ市

平成26年度 地区別津波避難計画策定業務 苫小牧市

平成26年度 平成２６年度川越市地域防災計画修正業務委託 川越市

平成25年度 平成25年度埼玉県地震被害想定調査委託業務 埼玉県

平成25年度 名取市津波等ソフト対策業務 名取市

平成25年度 平成25年度稲敷市地域防災計画修正業務委託 稲敷市

平成25年度 豊橋市津波避難困難地域等基礎調査業務委託 豊橋市

平成26年度 豊橋市地震対策（減災）アクションプラン策定委託業務 豊橋市

平成25年度
平成25年度大規模地震対策等総合支援事業牧之原市津波避難タワー建
設に伴う計画策定業務委託

牧之原市

平成25年度 地区別津波避難計画策定業務 苫小牧市

平成24年度 群馬県地震防災戦略策定業務 群馬県

平成24年度 平成24年度埼玉県地震被害想定調査委託業務 埼玉県

平成24年度 島根県減災目標等策定業務委託 島根県

平成24年度 船橋市地域防災計画改定業務 船橋市

平成24年度 那珂市地域防災計画修正業務委託（風水害対策編・震災対策編） 那珂市

平成24年度 委第都整河６号（国）津波シミュレーション等計画策定業務委託 日立市

平成24年度 稲敷市地域防災計画修正業務委託 稲敷市

平成24年度 鎌ケ谷市防災基礎調査委託 鎌ケ谷市



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成24年度 流山市地域防災計画修正及び事業継続計画（ＢＣＰ）策定業務委託 流山市

平成24年度 防災対策事業飛島村防災計画修正委託 飛島村

平成24年度 平成24年度奈半利町津波避難計画策定等委託業務 奈半利町

平成24年度 安芸市津波避難計画変更業務委託 安芸市

平成23年度 練馬区地域防災計画修正等業務委託 練馬区

平成23年度 平成23年度小田原市地域防災計画改定業務委託 小田原市

平成23年度 白浜町津波避難計画及び避難所運営マニュアル作成委託業務 白浜町

平成23年度 防災対策事業飛島村防災計画修正（避難所選定基礎資料作成）業務 飛島村

平成23年度 長崎県地域防災計画見直し検討業務委託 長崎県

平成23年度 安芸市津波避難計画策定業務委託 安芸市

平成23年度 平成23年度奈半利町津波避難計画策定業務 奈半利町

平成22年度 津波に強いまちづくり計画策定の手引き作成業務委託
宮城県（気仙沼土木事務
所）

平成23年度 肝付町耐震改修促進計画・地震防災マップ作成業務委託 肝付町

平成22年度 鳥取県地震防災減災目標及び震災対策アクションプラン策定業務 鳥取県

平成22年度 平成22年度那珂市地域防災計画修正業務委託 那珂市

平成22年度 地域防災計画修正委託 厚木市

平成22年度 垂水市建築物耐震改修促進計画策定業務 垂水市

平成22年度 姶良市耐震改修促進計画策定業務委託 姶良市

平成22年度 杵築市耐震改修促進計画等策定業務委託 杵築市

平成22年度 妹背牛町住宅・建築物耐震改修促進計画策定委託業務 妹背牛町

平成22年度 田原市地域防災計画修正業務 田原市

平成22年度 秩父別町耐震促進計画策定業務 秩父別町

平成21年度 東串良町耐震改修促進計画策定業務 東串良町

平成21年度 平成21年度玖珠町耐震改修促進計画策定業務委託 玖珠町

平成21年度 神奈川県地震防災戦略策定業務委託 神奈川県

平成21年度 平成21年度佐賀県地震・津波等減災対策調査委託業務 佐賀県

平成21年度 地域の安全・安心促進基本計画策定業務委託 釜石市

平成21年度 川崎市地震被害想定調査及び地震防災戦略策定業務 川崎市

平成21年度 河内町地域防災計画策定業務委託 河内町

平成21年度 平成21年度奈半利町耐震改修促進計画等策定委託業務 奈半利町

平成21年度 常総市耐震改修促進計画作成業務委託 常総市

平成20年度 平成20年度神奈川県地震被害想定調査業務 神奈川県

平成20年度 地域の安全･安心促進基本計画策定業務 釜石市



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成20年度 那珂市地域防災計画修正業務 那珂市

平成20年度 多久市耐震改修促進計画等策定業務委託 多久市

平成20年度 伯耆町耐震改修促進計画作成業務 伯耆町

平成20年度 秋田市地域防災計画策定業務 秋田市

平成20年度 田原市地域防災計画修正業務 田原市

平成19年度 琴浦町耐震改修促進計画策定業務 琴浦町

平成19年度 平成19年度神奈川県地震被害想定調査業務 神奈川県

平成19年度 岩沼市地震防災マップ及び耐震改修促進計画策定業務 岩沼市

平成19年度 地域防災計画修正業務委託 流山市

平成19年度 流山市水防計画書作成業務委託 流山市

平成19年度 平成19年度宇佐市耐震改修促進計画策定業務委託 宇佐市

平成19年度 玉野市耐震改修促進計画及び危険度マップ作成業務委託 玉野市

平成19年度 松江市耐震改修促進計画策定事業委託 松江市

平成19年度 新冠町地域防災計画策定業務 新冠町

平成19年度 平成19年度施行ハザードマップ及び耐震改修促進計画策定業務委託 川崎町

平成19年度 大河原町耐震改修促進計画書作成業務 大河原町

平成19年度 大山町耐震改修促進計画策定業務委託 大山町

平成19年度 埼玉県震災対策行動計画策定調査業務 埼玉県

平成19年度 名取市地域防災計画策定業務 名取市

平成19年度 岡山市耐震改修促進計画及び地震防災マップ作成業務委託 岡山市

平成19年度 出雲市建築物耐震改修促進計画策定業務 出雲市

平成19年度 智頭町耐震改修促進計画作成業務 智頭町

平成19年度 井原市耐震改修促進計画及び危険度マップ作成業務委託 井原市

平成19年度 田原市地域防災計画修正業務 田原市

実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成30年度 大阪周辺の地震リスク評価レポート作成業務 インフォコム

平成30年度
30い総委第33号 平成30年度 いの町宇治川洪水・土砂ハザードマッ
プ作成委託業務

吾川郡いの町

平成30年度 柏市防災アセスメント調査及び地区別防災カルテ作成業務委託 柏市

平成30年度 市川市防災カルテ作成業務委託 市川市

平成30年度 物品）平成３０年度緊急輸送道路の通行機能に係る調査委託 都）都市整備局

平成30年度 防災アセスメント調査及び地区別防災カルテ改定業務委託 船橋市

防災マップ・住⺠啓発関係



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成30年度 津波災害警戒区域（基準水位）図面再作成 鳥取県

平成29年度 秋田市防災カルテ更新業務委託 秋田市

平成29年度 盛岡市内水ハザードマップ作成業務委託 盛岡市

平成29年度 平成29年度 周防大島町土砂災害ハザードマップ作成業務 周防大島町

平成29年度 平成29年度佐賀市地震ハザードマップメッシュデータ作成等業務 佐賀市

平成28年度 住環境における複合リスク評価業務
埼玉県住環境整備推進協
議会

平成28年度 物品）杉並区地震被害シミュレーション調査委託 杉並区

平成28年度 福山市建築物地震被害想定図作成業務委託 福山市

平成28年度 中部「歴史地震」研究懇談会 年報作成業務 名古屋大学

平成28年度 鳩山町地震ハザードマップ作成業務 鳩山町

平成27年度 住環境における面的リスク評価業務 埼玉県

平成27年度 名取市地区防災マニュアル作成業務委託 名取市

平成27年度 愛西市地震防災マップ等作成業務委託 愛西市

平成27年度 津波浸水及び土砂災害ハザードマップデータ作成等業務委託 姶良市

平成27年度 知立市防災カルテ作成委託業務 知立市

平成27年度 中部「歴史地震」研究懇談会年報作成業務 名古屋大学

平成27年度 ため池ハザードマップ作成業務 みなべ町

平成27年度 藤枝市防災ガイドブック作成業務委託仕様書 藤枝市

平成27年度 川越市地震ハザードマップ修正業務委託 川越市

平成26年度 地区防災マニュアル作成業務 名取市

平成26年度 津波浸水及び土砂災害ハザードマップ作成等業務委託 姶良市

平成26年度 安城市地震被害予測及び防災カルテ・防災マップ作成業務 名古屋大学〔安城市〕

平成26年度 平成26年度周防大島町津波ハザードマップ作成業務 周防大島町

平成26年度 水害ハザードマップ検討業務委託 大阪市

平成26年度 地区別津波避難計画策定業務 苫小牧市

平成26年度 平成26年度長泉町地震防災マップ作成業務委託 長泉町

平成26年度 豊橋市防災ガイドブック作成業務委託 豊橋市

平成26年度 豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委託 豊川市

平成25年度 名取市津波等ソフト対策業務 名取市

平成25年度 防災マップ作成業務委託 野迫川村

平成25年度 震災対策ため池調査事業ハザードマップ作成業務 みなべ町

平成25年度 地区別津波避難計画策定業務 苫小牧市

平成24年度 鎌ケ谷市防災基礎調査委託（防災カルテ） 鎌ケ谷市



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成24年度
平成24年度奈半利町津波避難計画策定等委託業務（津波ハザードマッ
プ含む）

奈半利町

平成24年度 いの町地震防災マップ作成業務委託 いの町

平成24年度 安芸市津波避難計画変更業務委託（津波ハザードマップ含む） 安芸市

平成24年度 西ノ島町津波ハザードマップ作成業務委託 西ノ島町

平成24年度 平生町土砂災害ハザードマップ作成業務委託 平生町

平成23年度 出水市地震・津波・液状化防災マップ作成業務委託 出水市

平成23年度 肝付町耐震改修促進計画・地震防災マップ作成業務委託 肝付町

平成22年度 防災アセスメント調査及び地区別防災カルテ作成業務委託 船橋市

平成22年度 平成22年度佐世保市揺れやすさマップ（江迎・鹿町版）作成業務委託 佐世保市

平成22年度 地震防災マップ作成業務委託 秋田市

平成22年度 霧島市地震防災マップ作成業務委託 霧島市

平成22年度 長崎市地震防災マップ作成業務 長崎市

平成22年度 安芸市地震防災マップ作成業務委託 安芸市

平成21年度 須崎市地震防災マップ作成業務委託 須崎市

平成21年度 日南市地震防災マップ（揺れやすさマップ）作成業務委託 日南市

平成21年度 喜多方市地震防災ハザードマップ作成業務 喜多方市

平成21年度 出水市地震防災マップ作成業務 出水市

平成22年度 西海市揺れやすさマップ作成業務委託 西海市

平成21年度 福島市土砂災害ハザードマップ素案作成業務委託 福島市

平成21年度 宇城市地震防災マップ作成業務委託 宇城市

平成21年度 宇部市揺れやすさマップ作成業務委託 宇部市

平成21年度 平成21年度国東市地震防災マップ作成業務委託 国東市

平成21年度 美作市地震防災マップ作成業務委託 美作市

平成21年度 平成21年度柴田町洪水ハザードマップ作成業務委託 柴田町

平成21年度 平成２１年度総防委第２号四万十市地震防災マップ作成委託業務 四万十市

平成21年度 ハザードマップ作成等業務託 中富良野町

平成21年度 秋田市防災カルテ作成業務委託 秋田市

平成20年度 水災害資料データベース外作成業務 国土交通省北海道開発局

平成20年度 鹿児島市防災マップ等データ作成業務委託 鹿児島県

平成20年度 岩沼市津波ハザードマップ作成業務 岩沼市

平成20年度 多久市耐震改修促進計画等策定業務委託 多久市

平成20年度
平成20年度大和町耐震改修促進計画策定及び地震防災マップ作成業務
委託

大和町

平成20年度 防災ハザードマップ作成業務 新冠町



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成20年度 大河原町地震防災パンフレット作成業務 大河原町

平成19年度 智頭町地震防災ハザードマップ作成業務 智頭町

平成19年度 井原市耐震改修促進計画及び危険度マップ作成業務委託 井原市

平成19年度 塩竈市地震防災マップ等作成業務委託 塩竈市

平成19年度 岩沼市地震防災マップ及び耐震改修促進計画策定業務 岩沼市

平成19年度 気仙沼市地震防災マップ地図作成業務 気仙沼市

平成19年度 仙台市地震ハザードマップ作成業務委託 仙台市

平成19年度 平成19年度多賀城市地震防災マップ地図作成業務委託 多賀城市

平成19年度 平成19年度東松島市地震ハザードマップ作成業務 東松島市

平成19年度 平成19年度南三陸町地震防災マップ地図作成業務 南三陸町

平成19年度 玉野市耐震改修促進計画及び危険度マップ作成業務委託 玉野市

平成19年度 江田島市地震防災マップ・津波高潮ハザードマップ作成業務 江田島市

平成19年度 平成19年度鹿島市地震防災マップ作成業務委託 鹿島市

平成19年度 平成19年度七ヶ浜町地震防災マップ地図作成業務委託 七ヶ浜町

平成19年度 平成19年度施行ハザードマップ及び耐震改修促進計画策定業務委託 川崎町

平成19年度 平成19年度本吉町地震防災マップ地図作成業務 本吉町

平成19年度 地震・津波仮想体験ＤＶＤ作成業務 岡山県

平成19年度 岡山市耐震改修促進計画及び地震防災マップ作成業務委託 岡山市

平成19年度 鳥栖市耐震改修促進計画に伴う地震防災マップ作成業務 鳥栖市

平成19年度 市町村地震防災マップデータ作成業務
宮城県建築物等地震対策
推進協議会

実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成30年度 志布志市職員ＢＣＰ（事業継続計画）研修会業務委託 志布志市

平成29年度
物品）地域防災力向上に向けた住宅・建築物の耐震化に係る検討調査
委託

東京都

平成29年度 平成２９年度 稲敷市国民保護計画修正業務 稲敷市

平成29年度 平成２９年度 稲敷市避難所運営マニュアル修正業務 稲敷市

平成29年度 稲敷市危機管理計画作成業務 稲敷市

平成29年度 市川市地域防災計画修正及び各種マニュアル作成業務委託 市川市

平成29年度 備蓄倉庫管理委託 品川区

平成29年度 防災対策事業 業務継続計画策定委託（風水害編） 飛島村

平成29年度 平成２９年度 神戸市地域防災計画等改定補助業務 神戸市

平成29年度 中部「歴史地震」研究懇談会 年報作成業務 名古屋大学

危機管理関係

〔国⺠保護計画、業務継続計画、⾏動マニュアル等〕、その他



実施年度 業務名 対象地域・発注者

平成28年度 洪水・土砂災害に対する警戒避難体制の整備支援業務 釜石市

平成28年度 豊田市災害対策推進計画 事務機器等転倒防止対策現況調査業務委託 豊田市

平成28年度 防災対策事業 業務継続計画策定委託（風水害編） 飛島村

平成28年度 風水害タイムライン（防災行動計画）等策定補助業務 神戸市

平成28年度 平成28年度 岩沼市洪水ハザードマップ作成業務 岩沼市

平成28年度
名取市避難行動要支援者避難支援計画（地域支援マニュアル)策定等委
託業務

名取市

平成27年度 防災対策事業業務継続計画修正委託（津波災害編） 飛島村

平成27年度 防災対策事業避難所運営マニュアル策定委託 飛島村

平成26年度 屋外貯蔵タンクの基礎・地盤の耐震安全性確認のための調査業務 総務省消防庁

平成26年度 鳥取県広域防災拠点検討業務委託 鳥取県

平成26年度 防災対策事業業務継続計画訓練・計画修正委託 飛島村

平成26年度 防災対策事業職員行動マニュアル修正委託 飛島村

平成25年度
津波ハザードを地域における津波災害リスク軽減への利活用のための
基礎調査

防災科学技術研究所

平成25年度 災害時職員行動マニュアル業務委託 船橋市

平成25年度 防災対策事業業務継続計画作成委託 飛島村

平成25年度
平成25年度災害廃棄物量的質的管理システム構築に関する基礎調査業
務

国立環境研究所

平成25年度 業務継続計画修正業務
国土交通省近畿地方整備
局姫路河川国道事務所

平成24年度 流山市地域防災計画修正及び事業継続計画（ＢＣＰ）策定業務委託 流山市

平成24年度 防災対策事業飛島村防災計画修正委託（BCP業務含む） 飛島村

平成23年度 東日本大震災による被災現況調査業務（岩手１） 国土交通省

平成23年度 東日本大震災による被災現況調査業務（宮城２） 国土交通省

平成23年度 練馬区業務継続計画（地震編）策定等支援委託 練馬区

平成22年度 「震度に関する勉強会」の資料作成 気象庁

平成20年度 地震の影響等に関する調査 気象庁

平成20年度 防災活動および災害対応における情報利活用の実態調査研究 内閣府

平成20年度 震度情報ネットワークに係る震度計配置基準に関する調査業務 総務省消防庁

平成20年度 地震対策マニュアル（初期活動編）作成業務委託 松山市

平成19年度 広島県震度情報ネットワークシステム再編調査業務 広島県

2019/6/27 ※ 主に平成19度以降の実績を示しています。




