
－1－

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

法人番号 委託調査の名称・概要
契約担当官等の氏名並びに

所属する部局の名称及び所在地
契約締結日  予定価格（円）  契約金額（円）

落札率
（％）

契約の形態
成果物（URL及び

公表時期又は
公表予定時期）

備　考

1
一般社団法人ＪＰＣＥＲＴコー
ディネーションセンター
東京都千代田区錦糸町3-17

9010005006504
平成29年度NISC-JPCERT/CCのパー
トナーシップ実施委託事業

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月1日 非公表 52,640,000          ― 随契 部内資料として活用

2
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6010001030403
平成２９年度ＡＳＥＡＮ諸国との国際連
携によるサイバー連携演習実施に関す
る調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 10,152,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

3
独立行政法人　日本貿易振興
機構
東京都港区赤坂1-12-32

2010405003693
平成２９年度オリンピック・パラリンピッ
ク基本方針推進調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 299,779,752        ― 一般（総合）

平成30年4月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/tokyo2020_suishin_honb
u/suishinchosa/index.html

4
ガートナージャパン（株）
東京都港区愛宕２－５－１

6010401096936
サイバーセキュリティ及びＩＴの技術動
向・市場動向に関する情報提供サービ
ス

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 6,361,200           ― 一般 部内資料として活用

5

ＫＰＭＧコンサルティング（株）
東京都千代田区大手町1-9-5
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

8010001144647

「平成29年度 政府機関のサイバーセ
キュリティ対策を強化するためのマネジ
メント監査の実施支援及び助言業務」
（先発調達）

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 75,600,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

6
（株）ＪＴＢ総合研究所
東京都港区芝3-23-1

9010001074645
外国人観光客、障害者等に対する新た
なサポート運動推進調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 18,241,200          ― 一般（総合）

平成30年４月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/tokyo2020_suishin_honb
u/

7
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町3-
21-1

7010001042703
平成29年度流域マネジメント推進に関
する調査等業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表 31,320,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

8
独立行政法人情報処理推進機
構
東京都文京区本駒込2-28-8

5010005007126
独立行政法人等に対する監査業務の
委託

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日 非公表 303,424,380        ― 随契 部内資料として活用

　（府省名：内閣官房）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

法人番号 委託調査の名称・概要
契約担当官等の氏名並びに

所属する部局の名称及び所在地
契約締結日  予定価格（円）  契約金額（円）

落札率
（％）

契約の形態
成果物（URL及び

公表時期又は
公表予定時期）

備　考

　（府省名：内閣官房）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

9
新日本有限責任監査法人
東京都千代田区内幸町２－２
－３日比谷国際ビル

1010005005059

「平成29年度政府機関のサイバーセ
キュリティ対策を強化するためのマネジ
メント監査の実施支援及び助言業務
（後発調達）」

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月21日  非公表 64,800,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

10
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6010001030403
平成２９年度「明治日本の産業革命遺
産」保全活用に係る調査研究

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月28日  非公表 60,480,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

11
（株）野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

6010001030403
地方創生インターンシップ推進に係る
マニュアル作成等に関する調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月1日  非公表 24,840,000          ― 一般（総合）
平成29年10月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/internship/

12
（株）野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

4010001054032
「地方創生インターンシップポータルサ
イト」活用に向けた先行事例等調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月1日            30,485,160 22,140,000          72.62 一般（総合）
平成29年10月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/internship/

13
株式会社　富士通総研
東京都港区海岸1-16-1

8010401050783
「平成２９年度「重要インフラの障害対
応体制の強化」に関する調査」

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月22日  非公表 48,060,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

14
アビームコンサルティング（株）
東京都千代田区丸の内1-4-1

8010001085296
国土強靭化に係る脆弱性評価等に関
する調査支援業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月25日            39,059,280 21,600,000          55.30 一般（総合）

内容については、レジリエン
ス懇談会で順次公表（８月、
９月、11月、12月、２月を予
定）

15
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6010001030403
民間におけるレジリエンス向上のため
の環境整備に係る調査

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月31日            15,911,640 14,904,000          93.66 一般（総合） 部内資料として活用

16
一般財団法人日本特許情報機
構
東京都江東区東陽4-1-7

3010605002131
「明治150年」関連施策推進ロゴマーク
に関する商標調査業務等

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月31日 3,200,472           108,000              3.37 一般 部内資料として活用
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又は名称及び所在地

法人番号 委託調査の名称・概要
契約担当官等の氏名並びに
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　（府省名：内閣官房）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

17
ランドブレイン（株）
東京都千代田区平河町1-2-10

3021001049880
国土強靭化に関するワークショップ（仮
称）の開催等支援を通じた理解度調査
業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月2日  非公表 14,904,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用

18
ニュートン・コンサルティング
（株）
東京都千代田区麹町1-7

9010001104724
国土強靭化地域計画に係る現地調査
及びフォローアップ調査等に関する業
務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月5日  非公表 10,215,180          ― 一般（総合） 部内資料として活用

19
ニュートン・コンサルティング
（株）
東京都千代田区麹町1-7

9010001104724
平成２９年度大規模サイバー攻撃事態
等対処訓練の準備業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月13日  非公表 9,460,800           ― 一般 部内資料として活用

20
（株）ＮＴＴデータ経営研究所
東京都千代田区平河町2-7-9

1010001143390
平成29年度オリンピック・パラリンピック
基本方針推進調査（ユニバーサルデザ
イン2020行動計画推進調査）

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月19日  非公表 21,600,000          ― 一般（総合）

平成30年４月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/tokyo2020_suishin_honb
u/

21

一般社団法人北海道総合研究
調査会
北海道札幌市中央区北四条西
6-1-1　毎日札幌会館

5430005010797
「地域アプローチ」による働き方改革の
取組状況等に関する調査研究

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月26日  非公表 6,458,400           ― 一般（総合）
平成30年４月以降公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/meeting/

22
（株）ナビット
東京都千代田区九段南1-5-5

7010001089876
平成29年度民間企業における退職給
付制度の実態に関する調査研究

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月26日             5,931,360 3,618,000           60.99 一般

平成30年1月下旬頃公表予
定
http://www.cas.go.jp/jp/gaiy
ou/jimu/jinjikyoku/minkan_ta
isyokukyufu.html

23
アビームコンサルティング（株）
東京都千代田区丸の内1-4-1

8010001085296
平成２９年度国土強靭化に資する民間
の取組事例等収集・分析業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月28日  非公表 8,100,000           ― 一般（総合） 公表予定（平成30年５月頃）

24
（株）乃村工藝社
東京都港区台場2-3-4

4010401023652
平成２９年度「明治日本の産業革命遺
産」展示戦略に係る調査研究

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月30日 非公表 49,626,000          ― 一般（総合） 部内資料として活用
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委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

25
（株）オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249
ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム普及方法調
査等業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月30日  非公表 7,689,600           ― 一般 部内資料として活用


	【官房】委託調査

