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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

1

一般財団法人日本宇宙フォー
ラム
東京都千代田区神田駿河台３
－２－１

1010005007996
先進的な宇宙利用モデル実証等に関
する調査

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
三上　明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月3日            81,803,520            81,756,000 99.94 一般（総合） 部内資料として使用

2
一般財団法人エネルギー総合
工学研究所
東京都港区西新橋１－１４－２

5010405000044
平成２９年度　諸外国における原子力
安全制度の整備状況等に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月3日  非公表            13,878,000 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定

3
株式会社野村総合研究所
東京都千代田大手町1-9-2

4010001054032
地方創生加速化交付金事業の効果検
証に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月10日  非公表          137,991,600 ― 一般（総合） 部内資料として使用

4
日本コンベンションサービス
（株）
東京都千代田区霞が関1-4-2

2010001033161
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（中国・
九州）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月11日  非公表              1,620,000 ― 一般（総合）

知財創造教育推進コンソー
シアム（推進委員会、検討委
員会）の基礎資料として活用
する。

5
有限責任監査法人　トーマツ
東京都港区港南2-15-3　品川
インターシティ

5010405001703
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（近畿・
四国）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月11日  非公表              1,495,800 ― 一般（総合）

知財創造教育推進コンソー
シアム（推進委員会、検討委
員会）の基礎資料として活用
する。

6

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・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（北海
道・東北地方）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月11日  非公表              1,993,680 ― 随契

知財創造教育推進コンソー
シアム（推進委員会、検討委
員会）の基礎資料として活用
する。

7
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971
地域・社会と協働した「知的創造教育」
に資する学習支援体制の調査（関東・
中部地方）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月11日  非公表              1,840,212 ― 一般（総合）

知財創造教育推進コンソー
シアム（推進委員会、検討委
員会）の基礎資料として活用
する。

8
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町２丁
目３番地

9010001027685
幼稚園・保育所・認定こども園等の経営
実態調査等一式

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部審議官
川又竹男
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月11日  非公表          102,600,000 ― 一般 未定

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第２四半期分）
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地
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　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第２四半期分）

9
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

5013201004656
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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月12日  非公表            13,176,000 ― 一般 部内資料として活用

10

エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社
東京都千代田区永田町二丁目
１１番１号
山王パークタワー５階

7010001012532
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

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長
川島　俊郎
東京都港区赤坂5-2-20

平成29年7月12日  非公表            11,880,000 ― 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

11
株式会社インテージリサーチ
東京都久留米市本町1-4-1

6012701004917
平成29年度 特定非営利活動法人に関
する実態調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月14日  非公表              8,100,000 ― 一般（総合）

平成30年3月末頃公表予定
https://www.npo-
homepage.go.jp/toukei/npoji
ttai-chousa

12

エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社
東京都千代田区永田町二丁目
１１番１号
山王パークタワー５階

7010001012532
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

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長
川島　俊郎
東京都港区赤坂5-2-20

平成29年7月14日  非公表            10,260,000 ― 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

13
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町２－
３

9010001027685
食品健康影響評価及びその関連情報
の検索性向上に関する調査

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長
川島　俊郎
東京都港区赤坂5-2-20

平成29年7月14日  非公表            10,800,000 ― 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

14
公益財団法人　日本生産性本
部
東京都渋谷区渋谷3-1-1

4011005003009
女性リーダー育成のためのモデルプロ
グラムの効果の調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月18日  非公表              9,493,200 ― 一般（総合）
平成30年3月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

15
（財）リモート・センシング技術セ
ンター
東京都港区虎ノ門3-17-1

8010405009768
宇宙開発利用の調査分析・戦略立案
機能形成のための調査・検討

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月20日  非公表            23,382,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

16

（株）リベルタス・コンサルティン
グ
東京都千代田区六番町2-14
東越六番町ビル2階

4010401058533
女子生徒等の理工系進路選択支援に
向けた生徒等の意識に関する調査研
究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月20日  非公表              5,886,000 ― 一般（総合）

平成30年３月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/c-
challenge/about_rikochalle/i
ndex.html
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委託調査費の支出状況（平成２９年度第２四半期分）

17
一般財団法人日本不動産研究
所
東京都港区海岸1-2-3

2010405009567
地方創生に資する不動産流動化・証券
化に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月20日  非公表              3,240,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

18
株式会社コーポレイトディレク
ション
東京都品川区東品川２－２－４

7010401056311
戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）等社会実装化調査業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月20日  非公表            23,364,500 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定

19

ＥＹアドバイザリー・アンド・コン
サルティング株式会社
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング２９階

6010001107003
平成２９年度　アジア・太平洋輝く女性
の調査及びシンポジウムの企画等に係
る業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月25日  非公表            23,760,000 ― 一般（総合）
平成30年3月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

20
有限責任監査法人　トーマツ
東京都港区港南2-15-3　品川
インターシティ

5010405001703
政治分野における男女共同参画の推
進に向けた地方議会議員に関する調
査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月25日              9,122,760              7,560,000 82.86 一般（総合）

平成30年３月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/seijibunya_jouhouteikyou
/index.html

21
株式会社　ＪＴＢ西日本
大阪大阪市中央区久太郎町2-
1-25

7120001044176
特定有人国境離島地域アイランドホッ
ピングツアーに係る調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月26日            22,170,240            20,924,865 94.38 一般（総合） 部内資料として使用

22
シナジーマーケティング（株）
大阪府大阪市堂島1-6-20

9120001111189
特定有人国境離島地域プロジェクト広
報の推進に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月26日            28,123,200            27,000,000 96.00 一般（総合） 部内資料として使用

23
ワールドインテリジェンスパート
ナーズジャパン（株）
東京都千代田区平河町1-6-8

8040001012652
アメリカ・韓国における青少年のイン
ターネット環境整備状況等調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月28日  非公表              5,724,000 ― 一般

平成30年３月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/kankyou/internet_torikumi/
tyousa.html

24
森ビル株式会社
東京都港区六本木6-10-1

1010401029669
都市可視化のための情報基盤の整備
に関する基礎調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年7月28日  非公表              9,180,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用
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委託調査費の支出状況（平成２９年度第２四半期分）

25

（株）日立製作所　ディフェンス
ビジネスユニット　営業本部
東京都豊島区東池袋４－５－２
ライズアリーナビル

7010001008844
ビッグデータを活用した防災対策の調
査検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月1日  非公表            27,000,000 ― 一般（総合） 部内資料として活用

26
有人宇宙システム株式会社
東京都千代田区大手町1-6-1

5010001094250
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の
管理に関する法律に基づく許可基準等
に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月1日  非公表            26,244,000 ― 随契 部内資料として使用

27

株式会社リベルタス・コンサル
ティング
東京都千代田区六番町2-14
東越六番町ビル2階

4010401058533
社会資本ストックの推計作業および解
説書作成業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月1日  非公表            13,500,000 - 一般（総合） 部局内資料として活用

28
一般社団法人沖縄しまたて協
会
浦添市勢理客４－１８－１

2360005003753
平成２９年度交通結節点の創出、最適
な公共交通料金の検討及び全国相互
利用ＩC乗車券導入調査業務

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

平成29年8月1日  非公表            65,880,000 ― 一般（総合） 平成30年4月以降公表予定

29
（株）インテージリサーチ
東京都久留米市本町1-4-1

6012701004917
調達におけるワーク・ライフ・バランス等
推進企業評価の推進に関する調査研
究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月3日  非公表              7,236,000 ― 一般（総合）
平成30年３月以降公表予定
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/r
esearch.html

30
（株）大和総研
東京都江東区冬木１５－６

5010601035884
平成２９年度　今後の跡地利用施策展
開方策検討調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月4日  非公表              7,744,404 ― 随契（企画） 部内資料として使用

31

ダイナミックマップ共通プラット
フォーム化検討コンソーシアム
代表企業　ダイナミックマップ基盤
株式会社
東京都高輪３－２５－２３京急第２
ビル

4010401125416

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）・自動走行システム」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

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月4日  非公表            38,904,161 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定

32

国立大学法人東京大学
代理人　国立大学法人東京大
学生産技術研究所
東京都目黒区駒場４－６－１

5010005007398

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）・自動走行システム」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・検討における自動走行シ
ステムの高度化及び普及展開に向けた社
会面・産業面の分析に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月4日  非公表            32,940,000 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定
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番号
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公表時期又は
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備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第２四半期分）

33
（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

6010001032853
沖縄におけるイノベーション・エコシステ
ム形成に向けた実践的検討調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月7日            11,303,280            10,996,387 97.28 随契 平成30年4月公表予定

34
株式会社住商アビーム自動車
総合研究所
東京都中央区晴海１－８－１１

7010001085099

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）・自動走行システム」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・検討における自動走行シ
ステムに関する将来ニーズとそれによる課
題分析・調査

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月7日  非公表              6,799,999 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定

35
株式会社沖縄環境経済研究所
うるま市州崎１２－５７

3360001008177

平成２９年度沖縄ものづくり・リサイクル
産業の海外販路拡大に向けた実態調
査～フライアッシュを有効活用した高品
質コンクリート二次製品等～

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

平成29年8月7日  非公表            10,149,710 ― 一般（総合） 平成30年4月以降公表予定

36

ワシントンコア　L.L.C.
米国メリーランド州ベセスダ市
イーストウエスト通り4340番地
スイート1110号

─
平成29年度原子力防災に関する海外
調査

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官(原子力防災担
当)
山本　哲也
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月10日  非公表            15,000,000 ― 一般 部内資料として使用

37
みずほ総合研究所（株）
東京都千代田区神田錦町2-3

9010001027685
平成29年度　PPP/PFI優先的検討の運
用の適正化及び適用拡大に関する調
査検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月15日  非公表              8,640,000 ― 一般（総合）

会議資料（PFI推進委員会・優先
的検討部会）として順次活用予
定
（平成29年度上期分：平成29年
12月～、平成29年度下期分：30
年4月頃（予定）～）

38
（株）日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

6010001032853
平成２９年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクショ
ンプランに関する調査検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月15日  非公表              9,504,000 ― 一般（総合）

会議資料（PFI推進委員会・優先
的検討部会）として順次活用予
定
（平成28年度分：平成29年12月
～、平成29年度上期分：平成30
年3月頃（予定）～）

39

国立研究開発法人　宇宙航空
研究開発機構
東京都調布市深大寺東町7-
44-1

9012405001241
平成２９年度　準天頂衛星システムの
技術監理等調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月17日  非公表            69,962,475 ― 随契（公募） 部内資料として使用

40

ダイナミックマップサービスプラット
フォーム検討コンソーシアム
代表機関　富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中４
－１－１

4010401125416

「戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）・自動走行システム」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サービスプラット
フォームの試作及び検証

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月21日  非公表          232,200,000 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定
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41
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6010001030403
教育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

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
市川　正樹
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月23日              9,931,680              9,180,000 92.43 一般（総合） 部内資料として活用

42

復建調査設計株式会社　東京
支社
東京都千代田区岩本町三丁目
８番１５号

4240001010433
霞が関中央官衙Ｐ街区（１７）敷地調査
業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月24日  非公表            14,439,600 ― 一般 部内資料として使用

43

株式会社　日本リサーチセン
ター
東京都中央区日本橋本町2-7-
1

5010001062587
平成２９年度「青少年のインターネット
利用環境実態調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月25日  非公表            22,572,000 ― 一般

平成30年３月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/youth-harm/chousa/net-
jittai_list.html

44
（株）日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082

平成 29 年度 広域廃棄物処理施設整
備におけるＰＰＰ手法導入に関する高
度専門家による調査検討支援業務（南
伊豆町）

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
吉住　啓作
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月25日            11,229,840              9,180,000 81.74 一般（総合） 部内資料として使用

45
株式会社　産学連携機構九州
福岡県福岡市早良区百道浜3-
8-34

5290001020154

平成29年度　宮崎県域における地域企
業参画によるPPP/PFI事業形成を目指
す地域プラットフォーム形成に関する調
査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月25日  非公表              6,696,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

46
株式会社日本経済研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

6010001032853
平成29年度　岐阜県域、京都府域にお
ける広域型PPP/PFI地域プラットフォー
ム形成に関する調査検討支援業務

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
吉住　啓作
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月25日  非公表            12,744,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

47
一般社団法人新情報センター
東京都渋谷区恵比寿1－19－
15

1011005000041 子育て支援に関する調査研究

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理
室長
樋口　俊宏
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月28日  非公表              5,546,880 ― 一般 未定

48
ＰｗＣコンサルティング合同会
社
東京都千代田区丸の内2-6-1

1010401023102

子ども・子育て支援新制度に係る給付
事務の実態等に関する調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月29日  非公表              3,240,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用
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49

一般財団法人行政管理研究セ
ンター
東京都文京区湯島3-31-1　中
川ビル5階

9010005018937 公文書管理の在り方に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月29日  非公表              8,498,520 ― 一般（総合） 部内資料として使用

50
株式会社　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　地方公共団体等における
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法優先的検討運用に関
する調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年8月30日  非公表              9,396,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

51
公益財団法人　未来工学研究
所
東京都江東区深川2-6-11

4010605000134
東日本大震災の被災地におけるＮＰＯ
等による復興・被災者支援の推進に関
する調査

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
吉住　啓作
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月4日  非公表              5,994,000 ― 一般（総合）

平成30年５月頃公表予定
http://www5.cao.go.jp/keizai
2/keizai-
syakai/kizunaryoku/chosa.ht
ml

52
株式会社日経リサーチ
東京都千代田区内神田2-2-1

6010001025741
平成29年度景気動向指数の改善に関
する調査研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
市川　正樹
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月4日  非公表              8,640,000 ― 一般 部内資料として活用

53
（株）日建設計
東京都千代田区飯田橋2-18-3

9010001006111
新たな国立公文書館等の基本計画策
定等に係る調査業務

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
吉住　啓作
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月5日  非公表            64,800,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

54
（株）ライテック
東京都新宿区市谷船河原町１
１

7011101057995
平成２９年度　地域再生計画の評価等
に関する調査・集計分析等

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長
吉住　啓作
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月5日  非公表              4,968,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

55
（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年度防災分野における男女共
同参画の施策の推進検討・調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月6日  非公表            19,440,000 ― 一般（総合）
平成３０年４月以降公表予
定

56
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6010001030403
Uber、AirBnBを始めとするシェアリン
グ・エコノミー等新分野の経済活動の計
測に関する調査研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
市川　正樹
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月6日  非公表              9,720,000 ― 一般（総合） 部内資料として活用
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57
株式会社富士通総研
東京都港区海岸1-16-1

8010401050783
交通安全基本計画の総合的な効果分
析手法に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月11日  非公表            10,530,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

58

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門五丁目１１番
２号

3010401011971
国立研究開発法人によるイノベーション
システム構築に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当）
山脇　良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月11日  非公表              6,804,000 ― 一般（総合） 平成30年4月公表予定

59
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社
東京都千代田区永田町2-11-1

7010001012532
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

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
市川　正樹
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月12日  非公表              6,102,000 ― 一般（総合） 部内資料として活用

60
株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082
平成29年度地方公共団体等における
PPP/PFI民間提案活用に関する調査
検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月20日  非公表              7,344,000 - 一般（総合） 部局内資料として活用

61
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町二丁目
１０番３号

6010001030403

食品を介してヒトに伝播される薬剤耐
性菌に関する文献等調査（テトラサイク
リン系抗生物質等に関するヒト医療に
おける状況）

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長
川島　俊郎
東京都港区赤坂5-2-20

平成29年9月20日  非公表              7,560,000 ― 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

62

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ
経営研究所
東京都千代田区平河町二丁目
７番９号

1010001143390
海外における食品添加物のリスク評価
手法に関する実態調査

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長
川島　俊郎
東京都港区赤坂5-2-20

平成29年9月20日  非公表            12,420,000 ― 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

63
パシフィックコンサルタンツ（株）
首都圏本社
東京都千代田区神田錦町3-22

3040001057322
平成29年度「沖縄における鉄軌道をは
じめとする新たな公共交通システム導
入課題詳細調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月22日  非公表          101,250,000 ― 一般（総合） 平成30年4月以降公表予定

64
パシフィックコンサルタンツ（株）
首都圏本社
東京都千代田区神田錦町3-22

3040001057322

平成29年度　石川県域における金融機
関主導による広域型PPP/PFI地域プ
ラットフォームの形成に関する調査検
討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月25日  非公表              5,292,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用
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65
（株）日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082

平成29年度　相模原市域における
PPP/PFI導入に向けた官民対話等の
基盤づくりを目指す地域プラットフォー
ム形成に関する調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月25日  非公表              4,978,800 ― 一般（総合） 部内資料として使用

66
中日本建設コンサルタント株式
会社
愛知県名古屋市中区錦1-8-6

7180001039179

平成29年度　三重県域における金融機
関主導による広域型PPP/PFI地域プ
ラットフォームの形成に関する調査検
討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月25日  非公表              4,860,000 ― 一般（総合） 部内資料として使用

67

株式会社ｻｰﾍﾞｲリサーチセン
ター
東京都荒川区西日暮里2-40-
10

6011501006529 民間企業投資・除却調査の実査業務

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
市川　正樹
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月25日            58,766,040            44,820,000 76.27 一般 時期未定

68
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）
東京都港区虎ノ門５－１１－２

3010401011971
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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月26日            13,635,000            11,664,000 85.54 一般（総合） 部内資料として活用

69
一般社団法人日本リサーチ総
合研究所
東京都千代田区1-10

2010005011898
平成29年度地域活動における男女共
同参画の推進に関する実践的調査研
究業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月26日  非公表              3,488,400 ― 一般

平成30年４月上旬頃公表予
定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

70
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3

9010001027685
介護認定率、生活習慣病重症化の要
因特定化と政策の効果計測に関する
調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月29日  非公表            10,740,323 ― 一般（総合） 部内資料として使用

71
ランドブレイン株式会社
東京都千代田区平河町1-2-10

9010001031943
特定有人国境離島地域プロジェクト支
援に係る調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月29日  非公表            13,932,000 ― 随契 部内資料として使用

72
株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082
平成29年度地域における子供の貧困
対策の実施状況及び実施体制に関す
る実態把握・検証

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年9月29日  非公表            14,941,164 ― 一般（総合）
平成30年３月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/kodo
monohinkon/#chousa
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