＜2016～2020 年度＞

業務実績
令和 2（2020）年度
業

務

名

発

注

者

□交通・まちづくりセミナーWeb 配信業務

国土交通省四国運輸局

□地域公共交通のあり方における新たなデマンド型交通の導入調査
検討業務

竜王 MaaS 協議会

□令和 2 年度将来の交通体系のあり方及び都市鉄道整備の方向性に
係る検討調査業務委託

大阪市

□広島市内における乗合タクシー効率化に向けた検討業務（2-1）

広島市

□広島市内における乗合タクシー効率化に向けた検討業務（2-2）

広島市

□福田地区の新しい地域交通導入検討支援業務（2-1）

広島市

□令和 2 年度大竹市地域公共交通網形成計画事業推進業務

大竹市

□令和 2 年度第 2 期三原市地域公共交通網形成計画推進業務

三原市地域公共交通活性化協議会

□三次市地域公共交通計画策定支援業務

三次市地域公共交通会議

□三和町内の地域交通に関するアンケート調査実施支援

三和町自治連合会

□大崎上島町地域公共交通網形成計画事業実施支援業務

大崎上島町公共交通連携協議会

□大崎上島町地域公共交通計画策定事業

大崎上島町公共交通連携協議会

□三豊市地域公共交通網形成計画基本構想策定支援業務

三豊市地域公共交通活性化協議会

□さいたま新都心におけるラストワンマイル SP 調査および
次世代交通実験の補助業務

東京大学

□万博交通アクセス検討業務

ＣＦ社

□交通需要予測の感度分析

ＣＦ社

□令和 2 年度
業務

ＣＫ社

沖縄次世代都市交通システム導入に関する調査検討

□新たなネットワークに関する検討業務

ＨＣ社

□将来利用者推計

ＪＣ社

□延伸線需要予測

ＪＣ社

□需要予測

ＪＣ社

□新線需要予測

ＪＣ社

□需要予測業務（その 9）

ＫＤ社

□地方部での MaaS 導入に向けたコンサルティング及び
移動データ分析業務

ＯＲ社

□新駅設置に係る需要予測

ＴＮ社

□平城宮跡周辺地域における街路渋滞対策検討

ＺＮ社

＜2016～2020 年度＞

業務実績
令和元（2019）年度
業 務 名

発

注 者

□南山城村における MaaS システム導入実証実験業務

京都府

□竜王町交通計画策定支援業務

竜王町

□第 2 次木津川市地域公共交通網形成計画策定支援業務

木津川市地域公共交通総合連携協議会

□南山城村地域交通再編計画策定業務

相楽東部地域公共交通再編協議会

□将来の交通体系のあり方及び都市鉄道整備の方向性に係る
検討調査業務委託

大阪市

□三次市地域公共交通網形成計画事業支援業務

三次市地域公共交通会議

□第２期三原市地域公共交通網形成計画策定支援業務

三原市地域公共交通活性化協議会

□令和元年度大竹市地域公共交通網形成計画事業推進業務

大竹市

□大崎上島町地域公共交通網形成計画事業実施支援業務

大崎上島町公共交通連携協議会

□マイクロ EV を活用したシェアリング事業の検討

（一財）計量計画研究所

□交通量等の検討に係る調査業務

ＡＰ社

□鉄道利用者の流動集計

ＣＦ社

□平成 31 年度バスレーン拡充調査検討業務

ＣＫ社

□新たなネットワークに関する検討業務

ＨＣ社

□新幹線需要予測業務

ＪＣ社

□中長期的な鉄道整備方策に関する基礎調査

ＪＣ社

□輸送改善に係る需要予測等業務

ＪＣ社

□新駅需要予測

ＪＣ社

□交通網調査検討業務に係る需要予測等業務

ＪＣ社

□道路 4 車線化等に伴う需要予測調査

ＪＭ社

□需要予測業務（その 8）

ＫＤ社

□BRT 検討等業務

ＮＮ社

□大阪モノレール沿線需要喚起策等検討業務

ＯＫ社

□大阪モノレール南伸需要に係る感度分析業務

ＯＫ社

□中期経営計画にかかる需要予測業務

ＯＫ社

□鉄道路線整備等に係る影響検討補助業務委託

ＯＳ社

□社会実験に伴う需要喚起策検討補助業務委託

ＯＳ社

□社会実験に伴う需要喚起策検討補助業務委託（アンケート分析）

ＯＳ社

□中長期基礎需要予測等業務

ＲＫ社

＜2016～2020 年度＞

業務実績
平成 30（2018）年度
業 務 名

発

注 者

□関西における主要ゲートウェイを拠点とした外国人観光客動向
調査事業（モデル構築）

国土交通省近畿運輸局

□地域公共交通づくりを考えるシンポジウム及び
地域公共交通人材育成セミナーの開催等業務

国土交通省四国運輸局

□相楽東部広域バス認知度調査等アンケート実施業務／
相楽東部公共交通総合時刻表作成業務

京都府

□公共交通調査検討業務

堺市

□箕面市地域公共交通網形成計画作成業務委託（その 2）

箕面市

□天理市地域公共交通網形成計画策定支援業務

天理市

□福山・笠岡地域公共交通再編実施計画作成業務

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会

□実証実験環境検討業務委託

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会

□三次市地域公共交通網形成計画実施支援業務

三次市地域公共交通会議

□平成 30 年度三原市地域公共交通網形成計画推進業務

三原市地域公共交通活性化協議会

□大竹市地域公共交通網形成計画策定業務

大竹市地域公共交通活性化協議会

□大崎上島町地域公共交通網形成計画事業実施支援業務

大崎上島町公共交通連携協議会

□地域・都市の総合交通政策分析データの整備

（公社）日本交通政策研究会

□六甲有馬ロープウェー（表六甲線）の有効性に関する調査

（一財）神戸すまいまちづくり公社

□わったーバス大実験効果検証データ取得補助業務

ＣＫ社

□新たな沿線まちづくりに関する検討業務

ＨＣ社

□中長期計画に係る需要予測等業務

ＪＣ社

□新駅設置計画の需要想定

ＪＣ社

□駅周辺交通特性調査

ＪＣ社

□輸送改善に係る需要予測等業務Ⅰ

ＪＣ社

□プローブデータによる自動車経路図作成

ＪＣ社

□なにわ筋線に関わる需要予測業務等

ＪＣ社

□輸送改善に係る需要予測等業務

ＪＣ社

□吉備線輸送改善に係る需要予測等業務

ＪＣ社

□既存資料のデータブック作成業務

ＪＣ社

□新技術に関する事例収集業務

ＪＣ社

□トロッコ事例収集業務

ＪＣ社

□鉄道施策効果の定量評価モデル開発におけるデータ分析

ＪＣ社

□需要予測業務（その 7）

ＫＤ社

□大阪モノレール特許申請に係る南伸需要予測業務(その 2)

ＯＫ社

□大阪モノレール沿線需要喚起策等検討業務

ＯＫ社

□鉄道路線整備に係る影響検討業務委託

ＯＭ社

□社会実験実施に向けた検討業務（その 2）

ＯＭ社

□大阪モノレール新駅設置基礎調査

ＴＮ社

＜2016～2020 年度＞

業務実績
平成 29（2017）年度
業 務 名

発

注 者

□近畿圏における空港アクセス鉄道ネットワークに関する調査

国土交通省鉄道局

□地域の公共交通維持・活性化を考えるシンポジウム及び
地域公共交通人材育成セミナーの開催等業務

国土交通省四国運輸局

□近畿圏における既存ストックを活かした鉄道ネットワークの
高質化に関する調査

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

□草津市地域公共交通網形成計画策定業務

草津市

□市バスの混雑緩和に向けた「前乗り後降り」方式実証実験支援業務

京都市

□第 8 号線延伸部における BRT 社会実験実施に向けた検討業務

大阪市

□平成 29 年度

大阪市

渡船事業に関する渡船場利用状況調査業務委託

□公共交通調査検討業務

堺市

□箕面市地域公共交通網形成計画作成業務委託（その 1）（その 2）

箕面市

□福山・笠岡地域公共交通再編実施計画調査業務

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会

□三次市地域公共交通網形成計画実施支援業務

三次市地域公共交通会議

□平成 29 年度三原市地域公共交通網形成計画推進業務

三原市地域公共交通活性化協議会

□平成 29 年度大竹市地域公共交通総合連携計画事業推進業務

大竹市地域公共交通活性化協議会

□大崎上島町地域公共交通網形成計画事業実施支援業務

大崎上島町公共交通連携協議会

□2025 万博交通需要予測

ＣＦ社

□鉄道需要予測

ＣＦ社

□新たなネットワークに関する検討業務（平成 29 年度）

ＨＣ社

□新駅設置計画の需要想定Ⅰ

ＪＣ社

□新駅設置計画の需要想定Ⅱ

ＪＣ社

□在来線駅周辺地区基礎調査

ＪＣ社

□新幹線駅人口予測

ＪＣ社

□地方部データ分析業務

ＪＣ社

□ローカル線沿線に関する情報収集調査業務

ＪＣ社

□需要予測業務（その 6）

ＫＤ社

□特許申請に係る需要予測業務

ＯＫ社

□就業人口等推計業務

ＲＫ社

□なにわ筋線の事業化に関する調査業務（平成 29 年度）

ＵＳ社

＜2016～2020 年度＞

業務実績
平成 28（2016）年度
業 務 名

発

注 者

□近畿圏における鉄道ネットワークの健全な維持に関する調査

国土交通省鉄道局

□近畿圏における地域公共交通等交通政策に関する課題の抽出・整理等業務

国土交通省近畿運輸局

□地域公共交通人材育成セミナーの開催等業務

国土交通省四国運輸局

□都市交通政策検討業務委託

大阪府

□晴嵐台地域における交通輸送サービス検討補助業務

大津市地域公共交通活性化協議会

□平成 28 年度版大津市バス＆電車乗り換えマップ作成業務

大津市地域公共交通活性化協議会

□草津市地域公共交通網形成計画策定業務

草津市地域公共交通活性化再生協議会

□JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画策定支援業務

JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会

□公共交通調査検討業務

堺市

□箕面市地域公共交通網形成計画策定に伴う調査検討業務委託

箕面市地域公共交通活性化協議会

□箕面市地域公共交通網形成計画策定に伴う再編方針等検討業務委託

箕面市地域公共交通活性化協議会

□福山・笠岡地域公共交通網形成計画作成業務

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会

□平成 28 年度地域公共交通利用促進業務

東広島市

□三次市地域公共交通網形成計画実施支援業務

三次市地域公共交通会議

□平成 28 年度三原市地域公共交通網形成計画推進業務

三原市地域公共交通活性化協議会

□平成 28 年度大竹市地域公共交通総合連携計画事業推進業務

大竹市地域公共交通活性化協議会

□大崎上島町地域公共交通網形成計画事業実施支援業務

大崎上島町公共交通連携協議会

□草津市モビリティマネジメント委託業務

立命館大学総合科学技術研究機構

□地域・都市の総合交通政策分析データの整備

（公社）日本交通政策研究会

□なにわ筋線の事業化に関する調査業務

ＵＳ社

□臨海部鉄道需要予測

ＣＦ社

□新駅設置計画の需要想定Ⅰ

ＪＣ社

□新駅設置計画の需要想定Ⅱ

ＪＣ社

□新駅設置計画の需要想定Ⅲ

ＪＣ社

□地方部データ分析業務

ＪＣ社

□鉄道施策効果の定量評価モデル開発における基礎データ整理

ＪＣ社

□在来線 LRT 化需要予測

ＪＣ社

□在来線駅周辺開発に伴う利用者予測

ＪＣ社

□需要想定及び分析業務

ＪＷ社

□「らくなん進都におけるレンタサイクル社会実験」事業の調査業務

ＫＤ社

□中長期需要予測業務

ＫＤ社

□需要予測業務（その 4）

ＫＤ社

□需要予測業務（その 5）

ＫＤ社

□延伸需要にかかる感度分析調査

ＯＫ社

□中期経営計画策定に係る需要予測等業務

ＯＫ社

□医大・周辺まちづくり検討業務委託

ＺＮ社

□第三種鉄道事業者設立支援業務委託

ＺＮ社

□駅利用者アンケート調査

ＺＮ社

