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備　考

1
一般社団法人中央調査社
東京都中央区銀座６－１６－
１２

「森林と生活に関する世論調査」「自
衛隊・防衛問題に関する世論調査」
「社会意識に関する世論調査」

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10月3日  非公表       39,501,000 ― 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

2
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

平成23年度国際共同研究「DSGEモ
デルにおける日本経済分析・予測
ツールについて」

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10月3日       15,836,100       14,978,625 94.58 一般＇総合（
調査終了後
公表予定

＇H23年度末（

3
パシフィックコンサルタンツ株
式会社沖縄支社
沖縄県那覇市前島２－２１－
１３

那覇空港におけるアクセス検討調
査

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

平成23年10月3日       24,286,366        5,880,000 24.21 一般＇総合（
平成24年6月
以降公表予定

4

株式会社日本能率協会総合
研究所
東京都港区芝公園３－１－２
２

大雪等に対する公的支援のあり方
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10月5日        6,699,000        6,300,000 94.04 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.23（

5
社団法人新情報センター
東京都渋谷区恵比寿１－１３
－６

平成２３年度食育に関する意識調査

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10月12日       12,089,700        9,397,500 77.73 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.2.29（

6
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町２
－３

京阪神都市圏等における東日本大
震災を踏まえた広域防災拠点のあ
り方についての検討業務

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10月14日        9,021,600        5,880,000 65.18 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（
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7
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

地震防災対策緊急事業五箇年計画
の進捗分析および整備効果等に関
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10月14日        9,240,000        8,400,000 90.91 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

8
株式会社国建
沖縄県那覇市久茂地１－２
－２０

平成23年度沖縄振興総合調査「離
島の情報通信基盤整備による生活
コスト等の低減に関する調査」

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

平成23年10月19日       17,678,388        9,345,000 52.86 一般＇総合（
平成24年6月
以降公表予定

9
株式会社開発計画研究所
東京都文京区小石川１－２
－４東洋ビル

平成23年度沖縄振興総合調査「産
業人材育成方策等検討調査」

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

平成23年10月19日       16,529,693        6,498,450 39.31 一般＇総合（
平成24年6月
以降公表予定

10
財団法人日本交通公社
東京都千代田区丸の内１－
８－２第１鉄鋼ビル９階

平成23年度沖縄振興総合調査「沖
縄の観光産業の魅力向上に向けた
検討調査」

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

平成23年10月20日       17,625,926       12,852,000 72.91 一般＇総合（
平成24年6月
以降公表予定

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23年度沖縄振興総合調査「沖
縄県経済社会の将来予測調査」

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

平成23年10月20日       11,455,308        7,245,000 63.24 一般＇総合（
平成24年6月
以降公表予定

12
株式会社アークエンジン
東京都中央区日本橋室町１
－１０－１０

平成23年度青少年有害環境モニ
ター調査

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23年10月21日        3,659,250        2,520,000 68.87 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.2.29（
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13
日本エヌ・ユー・エス株式会
社
東京都新宿区西新宿７－５
－２５

発電用原子炉施設の安全性に関す
る総合的評価に係る海外動向に関
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
長
岩橋　理彦
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成23年10月21日  非公表        6,825,000 ― 一般＇総合（
平成24年4月
以降公表予定

14
日本エヌ・ユー・エス株式会
社
東京都新宿区西新宿７－５
－２５

シビアアクシデント対策の規制要件
化に係る海外動向に関する調査

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

平成23年10月21日  非公表        6,825,000 ― 一般＇総合（
平成24年4月
以降公表予定

15
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

首都直下型地震発災時における帰
宅困難者の帰宅行動、搬送体制の
シミュレーション業務

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10月25日       32,932,200       21,000,000 63.77 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.29（

16
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

首都直下型地震発災時の帰宅困難
者への情報提供手法に係る検討業
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10月25日       15,953,700       12,390,000 77.66 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.29（

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

東日本大震災の経験共有を通じた
アジア各国等の防災力強化調査検
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10月27日       29,575,350       29,085,000 98.34 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

18
株式会社ライテック
東京都新宿区市谷船河原町
１１

平成23年度企業行動に関するアン
ケート調査等業務

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10月27日  非公表        4,200,000 ― 一般
平成24年3月
上旬公表予定
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19

デロイトトーマツコンサルティ
ング株式会社
東京都千代田区丸の内３－
３－１新東京ビル

東日本大震災により庁舎等を被災し
た行政機関における業務継続状況
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23年10月28日       19,272,750        7,980,000 41.41 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.29（

20
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－
６－５

東日本大震災を踏まえた東海・東南
海・南海地震による我が国の経済活
動への影響シナリオに係る検討業
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10月28日       32,929,050       15,750,000 47.83 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.29（

21
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

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23年11月1日       11,859,750        8,925,000 75.25 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

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

減災に資する津波避難施設の実態
等に関する調査業務

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11月2日       25,363,800       16,800,000 66.24 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

23 株式会社日本総合研究所
東京都千代田区一番町１６

平成２３年度ＰＦＩの契約等に関する
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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年11月2日       12,107,550        8,347,500 68.94 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.26（

24
社団法人北海道総合研究調
査会
北海道札幌市中央区北４条
西６丁目１

パーソナル・サポート・サービスの評
価手法等に関する調査

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11月9日        9,144,450        7,980,000 87.27 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.26（
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25
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

諸外国における犯罪被害者等に対
する経済的支援に関わる制度等に
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11月9日       13,313,000        8,808,030 66.16 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.3.26（

26
株式会社防災・情報研究所
東京都中央区日本橋久松町
４－７日本橋エビスビル７階

東海地震の地震防災対策強化地域
及び東南海・南海地震防災対策推
進地域における防災対策の現状に
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23年11月18日       21,733,950       10,290,000 47.35 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.29（

27
株式会社循環社会研究所
東京都新宿区新宿１－１１－
１５

食産業の雇用創出・国際競争力を
担う「食の６次産業化プロデュー
サー」の育成に関する調査

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12月1日       12,240,900        7,140,000 58.33 一般＇総合（
内部資料として

作成

28
株式会社アークエンジン
東京都中央区日本橋室町１
－１０－１０

企業における女性の活躍促進に係
る課題に関する調査

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12月1日        4,962,300        3,570,000 71.94 一般
内部資料として

作成

29
公益社団法人日本経済研究
センター
東京都千代田区大手町１－
３－７日経ビル１１階

新しいマクロ経済モデルの応用に関
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23年12月2日        4,971,750        4,791,318 96.37 一般＇総合（
内部資料として

作成

30
株式会社総合防災ソリュー
ション
東京都千代田区一番町１３
－１６

地方公共団体における受援計画の
策定等に関する調査・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12月8日        5,578,650        4,158,000 74.53 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（
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は公表予定時

期（

備　考

31
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－
６－５

人口減少下における社会基盤政策
に関する事例調査

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12月9日        4,922,400        4,914,000 99.83 随契＇不落（
内部資料として

作成

32
株式会社工業市場研究所
東京都港区西新橋３－６－１
０

東日本大震災の発生が若者のキャ
リアや賃金に与える影響に係るイン
ターネット調査

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12月12日        4,042,500        2,446,500 60.51 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.1.31（

33
国立大学法人京都大学
京都府京都市左京区吉田本
町３６－１

持続可能性指標と幸福度指標の関
係性に関する調査研究

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12月13日        3,466,050        2,852,215 82.29 一般＇総合（
平成24年度中
に公表予定

34
一般財団法人日本情報経済
社会推進協会
東京都港区芝公園３－５－８
機械振興会館内

文書管理システムを活用した電子
文書の管理に関する調査

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12月14日       13,074,600       13,072,500 99.98 随契＇不落（
内部資料として

作成

35
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

国立大学法人における各種業務の
外部委託による経営改善の取組の
現状と課題に関する調査

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12月16日        7,584,150        6,825,000 89.99 一般＇総合（
内部資料として

作成

36
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

世界の原子力事情に関する調査

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
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成23年12月19日  非公表        5,460,000 ― 一般＇総合（
平成24年4月
以降公表予定



＇府省名：内閣本府（
委託調査費の支出状況＇平成２３年度第３四半期分（

番号
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称及び所在地
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び公表時期又
は公表予定時

期（

備　考

37
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２３年度 東日本大震災を踏ま
えた被災者の総合的な生活再建支
援のあり方に関する調査

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

平成23年12月21日       19,194,000       15,196,335 79.17 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

38
株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３
ケーアイ四谷ビル５階

平成２３年度共助による地域防災力
の向上のための検討業務

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12月22日        6,380,850        3,537,466 55.44 一般
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

39
株式会社放送映画製作所
東京都中央区日本橋３－３
－９

東日本大震災を教訓とした防災教
育用教材等の作成業務

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

平成23年12月22日        3,957,450        3,832,500 96.84 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

40
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－
６－５

東日本大震災における地震・津波
の被災実態調査・分析等に関する
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12月22日     238,263,900     145,110,000 60.90 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

41
東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社
東京千代田区丸の内１－２
－１

災害発生時における災害情報の伝
達のあり方に関する検討業務

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12月22日       18,016,950        9,429,000 52.33 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（

42
株式会社総合防災ソリュー
ション
東京都千代田区一番町１３
－１６

災害時多目的船＇仮称（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12月22日       30,095,100       23,625,000 78.50 一般＇総合（
調査終了後
公表予定
＇H24.3.30（
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43
社団法人新情報センター
東京都渋谷区恵比寿１－１３
－６

生活の質に関する調査
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12月26日       55,055,700       46,536,000 84.52 一般
平成24年度中
に公表予定

44
日本アプライドリサーチ株式
会社
東京都千代田区神田錦町２
－２

平成２３年度「新しい公共」の自立的
な発展の促進のための環境整備の
実施手法調査

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12月27日        7,788,990        4,385,850 56.31 一般＇総合（
内部資料として

作成

45
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
「海外のリスク評価機関におけるガ
イドライン等に関する調査」

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
東京都港区赤坂5-2-20

平成23年12月27日        7,187,250        7,176,750 99.85 随契＇不落（
平成24年4月
以降公表予定

46
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－
３－６

食品安全確保総合調査
「諸外国におけるリスク管理措置の
モニタリング・勧告の実情に関する
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
東京都港区赤坂5-2-20

平成23年12月27日       15,278,550       14,700,000 96.21 一般＇総合（
平成24年4月
以降公表予定


