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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

株式会社サーベイリサーチセン
ター
東京都荒川区西日暮里12-40-
10

6011501006529
企業行動に関するアンケート調査（平
成29年度）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10月3日  -            22,680,000 -
一般競争

（総合評価）
未定

2
（株）社会安全研究所
東京都新宿区津久戸町３－１２

3011101024462
火山地域における噴火時等の観光客
の警戒避難対策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10月6日  -            17,712,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－
２１－１

7010001042703
火山地域における噴火時等の避難計
画の具体的な検討方法及び取りまとめ
方法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10月6日  -            22,680,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

4
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

4010401058533
公立大学、私立大学、高等専門学校、
公設試験研究機関等の科学技術関係
活動等に関する調査

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10月6日  -            17,031,600 -
一般競争

（総合評価）
平成30年4月公表予定

5
大学共同利用機関法人情報・
システム研究機構
東京都立川市緑町１０－３

1012805001385
ＳＩＰ関連テーマ等に係る大学・民間機
関の知財や研究開発テーマの傾向等
の調査

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10月6日  -            52,056,000 -
一般競争

（総合評価）
平成30年4月公表予定

6
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 高齢者の健康に関する調査

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10月10日  -            12,150,000 - 一般競争
平成30年5～6月頃公表予定
http://www8.cao.go.jp/koure
i/ishiki/kenkyu.html

7
一般社団法人中央調査社
東京都中央区銀座6-16-12

9010005018193
平成29年度 男女間における暴力に関
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10月10日  -            15,831,720 - 随意契約

平成30年４月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/e-
vaw/chousa/h11_top.html

8
株式会社イデア・プロジェット
東京都港区麻布十番1-2-3

3010401085768 子供・若者の現状と意識に関する調査

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10月13日  -             2,754,000 - 一般競争

平成30年6下旬公表予定（白
書の公表時期と合わせる）
http://www8.cao.go.jp/youth
/kenkyu.htm

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第３四半期分）
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委託調査費の支出状況（平成２９年度第３四半期分）

9
株式会社インテージリサーチ
東京都東久留米市本町1-4-1

6012701004917
医療・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

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10月16日             7,541,640             7,452,000 98.8
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

10
一般財団法人化学物質評価研
究機構
東京都文京区後楽1-4-25

4010005015204
in silico評価支援ツールの現状に関す
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10月19日  -             8,424,000 -
一般競争

（総合評価）

平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

11
株式会社アストジェイ
東京都千代田区神田鍛冶町3-
7-4

6011101028626
子供・若者支援に係るネットワークの調
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10月23日  -             2,235,600 - 一般競争 部内資料として活用

12

東京海上日動リスクコンサル
ティング（株）
東京都千代田区大手町１－５
－１

7010001079695
災害リスクマネジメント促進に係る調
査・検討業務等

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10月26日  -            11,016,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用､一部平
成30年4月以降公表予定

13

一般財団法人関西情報セン
ター
大阪府大阪市北区梅田１－３
－１－８００

5120005015290
平成29年度防災の標準化に関する調
査・運営業務

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10月26日  -             9,352,800 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14
株式会社富士通総研
東京都港区海岸1-16-1

8010401050783 海外における交通安全に関する調査

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10月27日  -             8,964,000 -
一般競争

（総合評価）

平成30年４月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/koutu
/chou-ken/index-c.html

15
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
地域少子化対策強化事業の効果検
証・分析と事例調査

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10月30日  -             7,560,000 - 一般競争

平成30年７月頃公表予定
http://www8.cao.go.jp/shou
shi/shoushika/research/ind
ex.html

16
株式会社インテージリサーチ
東京都東久留米市本町１－４
－１

6012701004917
我が国の民間公益活動に対する資金
提供実態に関する調査

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10月31日            13,912,560            10,584,000 76.1
一般競争

（総合評価）

平成30年４月下旬公表予定
http://www5.cao.go.jp/kyum
in_yokin/index.html
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17
（株）エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区津島京町３
－１－２１

7260001000735
広域大規模災害（地震・水害）時におけ
る災害対応業務モデルに関する調査
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11月2日  -             6,912,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

18
（株）社会安全研究所
東京都新宿区津久戸町３－１２

3011101024462
平成29年度指定避難所等における良
好な生活環境を確保するための推進
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11月6日  -             8,856,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

19

ジャパンＨＲソリューションズ株
式会社
愛知県名古屋市中区錦３－１１
－２５アーク栄錦ニュービジネ
スビル８階

4180001118976 日系定住外国人に対する意識調査

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11月6日  -             3,864,240 - 一般競争
平成30年３月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/teiju/
contents.html

20
株式会社大和総研
東京都江東区冬木１５－６

5010601035884
景気ウォッチャー調査におけるテキスト
データ分析手法の調査研究

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11月7日  -             7,041,600 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21
東京都千代田区神田錦町2-3
みずほ情報総研株式会社

9010001027685
企業主導型保育事業の事業別立ち上
げのための調査・研究業務

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11月15日  -            14,420,763 -
一般競争

（総合評価）
未定

22
楽天リサーチ株式会社
東京都世田谷区玉川１－１４－
１

8010701019594 男女の健康意識に関する調査

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11月17日  -             4,190,400 -
一般競争

（総合評価）

「男女共同参画白書」作成に
あたり基礎資料として活用
予定

23
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

4010001054032
地方創生推進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11月22日  -            38,880,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

24
株式会社価値総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

3010401037091
地域経済循環マップの利活用に係る調
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11月30日  -            27,367,200 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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25

公益財団法人交通事故総合分
析センター
東京都千代田区猿楽町２－７
－８

2010005018547

「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」交通事故死
者低減効果見積もり解析手法に係る調
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11月30日  -             9,666,000 -
一般競争

（総合評価）
平成30年4月公表予定

26
一般財団法人計量計画研究所
東京都新宿区市谷本村町２番
９号

5011105004806

「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」次世代都市
交通システムの正着制御に関する調査
研究

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11月30日  -            24,624,000 -
一般競争

（総合評価）
平成30年4月公表予定

27

パシフィックコンサルタンツ株式
会社
東京都千代田区神田錦町三町
目２２番地

8013401001509

「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
ステムの実証実験環境に関する調査
研究

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11月30日  -            15,660,000 -
一般競争

（総合評価）
平成30年4月公表予定

28
株式会社博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

8010401024011
北方領土問題に関する若年層向けの
効果的な広報手法及び媒体調査

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12月4日  -            12,852,000 -
一般競争

(総合評価）

平成30年4月頃公表予定
http://www8.cao.go.jp/hopp
o/shiryou/chousa.html

29

パシフィックコンサルタンツ株式
会社
東京都千代田区神田錦町３－
２２

8013401001509
平成29年度　普及性の高いPPP/PFI新
規案件形成支援業務

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12月7日  -             8,748,000 -
一般競争

(総合評価）
部内資料として活用
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