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1
社団法人新情報センタ－
東京都渋谷区恵比寿１ー１
３ー６

全国世論調査の現況調査業務（平
成２３年版）

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23年7月1日  非公表          4,473,000 ― 一般
調査終了後
公表予定
（Ｈ24.3.9）

2
昭和株式会社
東京都北区上中里１－１１－
８

平成２３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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年7月8日  非公表        14,175,000 ― 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.16）

3
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

交通事故の被害・損失の経済的分
析に関する調査

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23年7月13日        12,959,600        11,550,000 89.12 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）

4
応用地質株式会社東京本社
東京都千代田区九段北４－
２－６

東海・東南海・南海地震の地震動及
び津波高さ等の推計に関する検討
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23年7月21日       120,709,050        80,850,000 66.98 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

5
日本ＰＭＩコンサルティング株
式会社
東京都千代田区三番町6番
地

男性の性別役割分担意識に関する
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年7月22日          9,112,950          8,925,000 97.94 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

6
財団法人都市防災研究所
東京都千代田区丸の内２－
４－１　丸の内ビルディング７
階７２５

家具等の転倒防止対策の推進に関
する検討業務

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23年7月26日        12,168,450          7,350,000 60.40 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.2.28）

7
伝プロジェクト株式会社
東京都千代田区飯田橋１－
６－３

防災知識の普及・啓発のための教
材等の作成

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23年7月26日          6,711,600          6,297,900 93.84 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）
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8
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

東海・東南海・南海地震の被害想定
手法に関する検討業務

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23年7月29日        58,384,200        26,250,000 44.96 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

9
社団法人中央調査社
東京都中央区銀座６－１６－
１２

「外交に関する世論調査」、「国民生
活に関する世論調査」、「社会保障・
税の番号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23年8月1日  非公表        37,926,000 ― 一般
調査終了後
公表予定
（Ｈ24.2.2）

10
一般財団法人日本不動産研
究所
東京都港区虎ノ門1-3-2

土地資産額推計のための基礎調査
資料作成業務

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年8月1日  非公表          2,940,000 ― 一般

国民経済計算
として、平成24
年2月に公表

予定

11

ワールドインテリジェンス
パートナーズジャパン株式会
社
東京都千代田区平河町１－
６－８平河町貝坂ビル

イギリス・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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年8月2日          9,316,650          5,722,500 61.42 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.2.24）

12
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

「都道府県別経済財政モデル」の更
新のための調査

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

平成23年8月3日  非公表          4,305,000 ― 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ23.12.16）

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字
白根２－４

福島第一原子力発電所事故に係る
福島県除染ガイドライン作成調査業
務

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

平成23年8月5日  非公表       195,819,345 ― 随契（公募）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.31）

14
株式会社三菱化学テクノリ
サーチ
東京都千代田区麹町６－６

食品安全確保総合調査
「ポジティブリスト制度施行に伴う暫
定基準の設定された農薬、動物用
医薬品及び飼料添加物に係る食品
健康影響評価に関する調査」

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
栗本まさ子
内閣府食品安全委員会事務局
東京都港区赤坂5-2-20

平成23年8月10日  非公表        24,150,000 ― 一般（総合）
平成24年4月
以降公表予定
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15
株式会社東レリサーチセン
ター
東京都中央区日本橋室町３
－１－８

食品安全確保総合調査
「食品中に含まれる物質等の安全性
評価等科学的知見の収集に関する
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
栗本まさ子
内閣府食品安全委員会事務局
東京都港区赤坂5-2-20

平成23年8月10日  非公表          7,770,000 ― 一般（総合）
平成24年4月
以降公表予定

16

特定非営利活動法人高度情
報通信都市・計画シンクタン
ク会議
東京都港区愛宕１－１－９

平成23年度「駅周辺における放置自
転車等の実態等調査」

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

平成23年8月11日  非公表          2,058,000 ― 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.16）

17
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

災害リスクの見える化に関する検討
業務

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

平成23年8月15日        47,190,150        40,845,000 86.55 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

18
特定非営利活動法人環境防
災総合政策研究機構
東京都新宿区若葉１－２２
ローヤル若葉５０５号

平成２３年度火山防災対策に関する
検討業務（Ⅱ）

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

平成23年8月15日        14,793,450        12,579,000 85.03 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

19
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

総合評価方式の実施等に関する調
査

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

平成23年8月15日          9,479,400          8,400,000 88.61 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）

20
有限責任あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１－
２

国及び独立行政法人における業務
フロー・コスト分析に関する調査

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23年8月15日          9,046,800          6,300,000 69.64 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）

21
株式会社ネットマイル
東京都千代田区麹町2－4
麹町鶴屋八幡ビル８階

インターネットによる未婚男性の結
婚と仕事に関する意識調査

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年8月18日          4,803,750          2,415,000 50.27 一般
平成24年4月
以降公表予定
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22
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

避難指針（仮称）及び分かりやすい
防災・災害情報に関する調査・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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年8月22日        26,588,100        19,194,000 72.19 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

23
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

平成２３年度防災ボランティアの広
域連携に関する調査業務

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

平成23年8月22日          8,608,950          6,195,000 71.96 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.26）

24
パシフィックコンサルタンツ株
式会社
東京都多摩市関戸1-7-5

平成２３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
テム導入可能性検討に向けた基礎
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年8月22日  非公表        40,320,000 ― 随契（企画）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.31）

25
株式会社オリエスシェアード
サービス
東京都渋谷区本町３－１２－
１

都市と地方における子育て環境に
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23年8月24日        11,322,150          6,195,000 54.72 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.21）

26
社団法人新情報センタ－
東京都渋谷区恵比寿１ー１
３ー６

高齢者の経済生活に関する意識調
査

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

平成23年8月30日        13,267,800        12,547,500 94.57 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.2.29）

27
パシフィックコンサルタンツ株
式会社
東京都多摩市関戸1-7-5

平成23年度「企業参加型子育て支
援サービスに関する調査研究」

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

平成23年8月31日  非公表          8,345,400 ― 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.16）

28
財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川２－６－１
１

高齢者の居場所と出番に関する調
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23年9月2日          9,768,150          6,825,000 69.87 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.16）
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29
社団法人新情報センタ－
東京都渋谷区恵比寿１ー１
３ー６

困難を有する子ども・若者の支援者
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23年9月2日        10,984,050        10,290,000 93.68 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.28）

30
株式会社サイマル・インター
ナショナル
東京都中央区築地1－12－6
築地えとビル５階

中国における人口高齢化と持続可
能な経済発展に関する研究

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年9月2日        10,278,450          9,193,324 89.44 一般
調査終了後
公表予定
（Ｈ24.3.9）

31 株式会社エス・アール・シー
東京都港区虎ノ門3-18-6

水に関する環境・経済統合勘定の推
計作業

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年9月5日          7,807,800          7,770,000 99.52 一般
平成24年度中
に公表予定

32
株式会社社会安全研究所
東京都新宿区津久戸町３－
１２ツクド岡本ビル３階

平成２３年度火山防災対策に関する
検討業務（Ⅰ）

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23年9月9日        11,976,300        11,046,000 92.23 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

33
社団法人新情報センタ－
東京都渋谷区恵比寿１ー１
３ー６

親と子の生活意識に関する調査

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

平成23年9月9日        20,501,250        19,057,500 92.96 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.29）

34
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内1－6
－5

民間企業投資・除却調査の実査業
務

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年9月14日  非公表        57,540,000 ― 一般
平成24年10月
頃公表予定

35
株式会社日本アプライドリ
サーチ研究所
東京都千代田区神田錦町2
－2

日中環境問題に関する研究
経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年9月16日          4,221,000          4,147,500 98.26 一般
調査終了後
公表予定
（Ｈ24.3.9）



（府省名：内閣本府）
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及び公表時期
又は公表予定

時期）

備　考

36 社団法人日本建築学会
東京都港区芝５－２６－２０

平成２３年度長周期地震動対策に
関する検討業務

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23年9月22日        14,602,350        14,288,400 97.85 随契（公募）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

37
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－
６－５

日本におけるパネルデータの整備に
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23年9月22日          8,949,150          8,820,000 98.56 随契（不落）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）

38
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－
６－５

平成２３年度社会資本推計手法検
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年9月26日  非公表        13,650,000 ― 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）

39
株式会社日本リサーチセン
ター
東京都中央区日本橋町２－
７－１

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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年9月26日  非公表        14,252,700 ― 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.21）

40
株式会社スパイア
東京都港区南青山３－２－５
南青山シティビル

「子ども・子育てビジョン」に係る点
検・評価のための指標調査

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23年9月26日          9,779,700          2,625,000 26.84 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.16）

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

平成２３年度科学技術基礎調査等
委託「国立大学法人等の科学技術
関係活動に関する調査」

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）
泉　紳一郎
東京都千代田区霞ヶ関３－１－１

平成23年9月26日  非公表        18,690,000 ― 一般（総合）
平成24年4月
以降公表予定

42 株式会社タイム・エージェント
東京都渋谷区円山町６－８

「子ども・若者育成支援推進点検・評
価に関する調査」

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23年9月28日        13,592,250        13,020,000 95.79 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.23）
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43 株式会社エス・アール・シー
東京都港区虎ノ門3-18-6

平成23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

経済社会総合研究所次長
堀田　繁
東京都千代田区霞が関3-1-1

平成23年9月29日        17,998,050        17,850,000 99.18 一般（総合）
ＧＤＰ統計とし

て公表

44
株式会社生活構造研究所
東京都千代田区麹町２－５
－４

男女共同参画の視点による震災対
応状況調査

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23年9月30日        11,868,150          9,660,000 81.39 一般（総合）
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

45
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

男女共同参画関係者の連携・協働
に関する事例についての調査

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

平成23年9月30日          8,096,550          2,992,500 36.96 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ24.3.30）

46
株式会社ゲンテクシステムズ
茨城県龍ケ崎市長山８－１６
－８

インターネットによる平成23年度税
制改正性及び新認定制度等に関す
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年9月30日          2,241,750          1,522,500 67.92 一般
調査終了後
公表予定

（Ｈ23.11.8）




