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1 社団法人新情報センター
東京都渋谷区恵比寿1-13-6

消費動向調査の実査業務

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年4月1日 189,746,063 176,158,500 92.83
公表資料作成

に使用

2
株式会社リベルタス・コンサル
ティング
東京都港区西新橋2-18-2新橋
NKKビル7階

平成１７年基準改定の新たな課題に対
応するための付加価値推計システムの
プログラム開発・修正作業

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年4月1日 7,944,300 7,297,500 91.85
（ＧＤＰ統計とし

て公表）

3
株式会社ダイナックス都市環境
研究所
東京都港区西新橋2-11-5

平成２２年度被災地ボトルネック解消に
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月1日              9,204,300              7,350,000 79.85
調査終了後公
表予定
（H23.3.31）

4
株式会社ダイナックス都市環境
研究所
東京都港区西新橋2-11-5

平成２２年度防災ボランティア関連調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月1日             10,048,500              9,450,000 94.04
調査終了後公
表予定
（H23.3.31）

5
独立行政法人日本貿易振興機
構
東京都港区赤坂1-12-32

米国経済情勢に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月1日  非公表              2,863,821 ―
調査終了後公

表予定
（H23.3.31）

6
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

景気ウォッチャー調査（平成２２年４月１
日～１４日）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月1日  非公表              5,970,912 ―
http://www5.cao.g
o.jp/keizai3/watch

er_index.html

7
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

景気ウォッチャー調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月1日  非公表             94,395,000 ―
http://www5.cao.g
o.jp/keizai3/watch

er_index.html

8 社団法人中央調査社
東京都中央区銀座6-16-12

面接による世論調査（国民生活に関す
る世論調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月8日 非公表             23,100,000 ―
http://www8.cao.g
o.jp/survey/h22/h
22-life/index.html

委託調査費の支出状況（平成２２年度第１四半期）

http://www5.cao.go.jp/keizai3/watcher_index.html�
http://www5.cao.go.jp/keizai3/watcher_index.html�
http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-life/index.html�


委託調査

番号
契約の相手方の商号又は

名称及び所在地
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
（％）

成果物（URL
及び公表時
期又は公表
予定時期）

備考

委託調査費の支出状況（平成２２年度第１四半期）

9
株式会社コンベンションリンケー
ジ
東京都千代田区三番町2

「ＥＳＲＩ国際カンファレンス」の開催・運
営等業務の実施

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年4月19日 11,994,549 9,416,295 78.50
調査終了後公

表予定
（h22.8.31)

10
株式会社損保ジャパン・リスク
マネジメント
東京都新宿区西新宿1-24-1

平成２２年度　業種・地域横断事業継続
訓練に係る調査・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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月23日             14,007,000              8,400,000 59.97
調査終了後公
表予定
（H23.3.31）

11
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

平成２２年度被害認定基準関連調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月27日             11,987,850             10,248,000 85.48
調査終了後公
表予定
（H22.12.28）

12
公益財団法人原子力環境整備
促進・資金管理センター
東京都中央区月島１－１５－７

平成２２年度科学技術基礎調査等委託
「放射性廃棄物処分の安全審査指針等
に関する調査」

支出負担行為担当官
内閣府原子力安全委員会事務局
岩橋　理彦
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成22年4月28日 10,304,700 9,975,000 96.80
平成23年4月以

降

13
独立行政法人日本原子力研究
開発機構
茨城県那珂郡東海村白方白根
２－４

平成22年度科学技術基礎調査等委託
「国際的な原子力防護体制強化に関す
る制度整備構想調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術政
策・イノベーション担当）藤田　明博
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成22年4月28日 8,388,450 4,475,396 53.35
平成23年4月以

降

14
東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社
東京都千代田区丸の内1-2-1

ワーク・ライフ・バランス社会の実現と生
産性の関係に関する研究（平成２２年
度）

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年4月30日 14,774,179 4,725,000 31.98
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)

15 社団法人新情報センタ－
東京都渋谷区恵比寿1-13-6

身近にある科学物質に関する世論調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月30日 非公表              9,030,000 ―

http://www8.cao.g
o.jp/survey/h22/h
22-
kagakubusshitsu/in
dex.html

16 株式会社防災都市計画研究所
東京都千代田区五番町12

地方公共団体における災害復興事前対
策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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年4月30日             19,178,250              9,975,000 52.01
調査終了後公
表予定
（H22.12.28）
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17
社団法人日本リサーチ総合研
究所
東京都千代田区九段北1-12-
11

内外Ｍ＆Ａ事情調査研究

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年5月14日 24,199,358 23,940,000 98.92
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)

18 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町2-3-6

世代別の受益・負担構造に関する研究
（平成22年度）

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年5月24日 13,984,221 12,863,550 91.98
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)

19 株式会社タイム・エージェント
東京都渋谷区円山町6-8

平成２２年度民間非営利団体実態調査
実査作業

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年5月26日 6,045,518 4,357,500 72.07
調査終了後公

表予定
（h22.11.12)

20
株式会社情報通信総合研究所
東京都中央区日本橋人形町2-
14-10

最新の固定資本マトリクスを用いたIT関
連データの構築およびそれにもとづくIT
投資の日本経済に及ぼす影響の分析

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年5月27日 6,968,595 6,615,000 94.92
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)

21 株式会社ＳＲＣ総合研究所
東京都港区虎ノ門3-7-9

平成１７年基準改定等に伴う供給側ＱＥ
推計システムの修正及び開発作業

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年5月27日 9,386,107 8,610,000 91.73
（ＧＤＰ統計とし

て公表）

22
財団法人日本食品分析セン
ター
東京都渋谷区元代々木町52-1

食品安全確保総合調査

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
栗本まさ子
東京都港区赤坂５－２－２０

平成22年5月28日      19,809,300      15,750,000 79.5
平成２３年４月
以降を予定

23
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

「労働者の国際移動」、「大都市圏」、
「動物愛護」、「高齢者医療制度」に関す
る世論調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年5月31日 非公表             38,507,700 ―
調査終了後公
表予定
(H22.11.10）

24 株式会社日本総合研究所
東京都千代田区一番町16

サービスサイエンス政策に関する国際
共同研究

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年6月1日 39,993,266 39,900,000 99.76
調査終了後公

表予定
（h23.3.22)
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25 財団法人原子力安全研究協会
東京都港区新橋５－１８－７

平成22年度科学技術基礎調査等委託
「アジア地域原子力協力に関する調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術政
策・イノベーション担当）藤田　明博
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成22年6月2日 34,179,600 33,988,511 99.44
平成23年4月以

降

26
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

自転車交通の総合的な安全性向上策
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年6月11日              9,839,550              9,817,500 99.77
調査終了後公

表予定
（H23.3.25）

27
株式会社エス・アール・シー
東京都港区虎ノ門3-18-6朝日
虎ノ門マンション

平成22年度における、新たな資本統計
の開発・整備に関する調査研究

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年6月15日 27,964,988 18,900,000 67.58
（ＧＤＰ統計とし

て公表）

28
財団法人関西社会経済研究所
大阪府大阪市北区中之島6-2-
27中之島センタービルディング

平成２２年度国際共同研究「ニューケイ
ンジアン型マクロモデル研究のフロン
ティア」

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年6月16日 19,980,712 19,950,000 99.84
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)

29 公益財団法人日本生産性本部
東京都渋谷区渋谷3-1-1

「ワーク」と「ライフ」の相互作用に関する
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年6月16日             23,621,850             21,735,000 92.01
調査終了後公

表予定
（H23.3.10）

30
株式会社ＲＪＣリサーチ
東京都千代田区神田小川町3-
20

平成２２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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年6月22日  非公表             12,579,000 ―
調査終了後公

表予定
（H22.12.17）

31
株式会社クロスインデックス
東京都港区芝浦3-20-2山楽ビ
ル6階

アメリカ・ドイツにおける青少年のイン
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成22年6月22日  非公表              6,149,220 ―
調査終了後公

表予定
（H22.12.17）

32 みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

平成２２年度国際共同研究「マイクロ
データ分析手法を活用した労働・税制・
社会保障制度に関する研究」

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
中藤　泉
東京都千代田区霞ヶ関3－1－1

平成22年6月24日 31,921,793 28,454,945 89.13
調査終了後公

表予定
（h23.3.11)
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33 株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内1-6-5

食品安全確保総合調査

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
栗本まさ子
東京都港区赤坂５－２－２０

平成22年6月28日      15,589,350      13,440,000 86.21
平成２３年４月
以降を予定
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