
－1－

番号 契約の相手方の商号又は名称 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
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
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ（株）

7010001012532
海溝型地震の防災対策の推進に関す
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
佐藤　司

令和1年7月11日  -            19,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

2 （株）建設技術研究所 7010001042703
避難促進施設の避難確保計画の具体
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
佐藤　司

令和1年7月8日  -            30,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ（株）

7010001012532
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
佐藤　司

令和1年7月24日  -            12,650,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年３月公表予定

4
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
令和元年度　沖縄県における所有者不
明土地問題の解決に向けた調査検討
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
佐藤　司

令和1年7月4日  -            55,500,837 -
一般競争

（総合評価）
令和２年4月以降公表予定

5 株式会社ＳＥＬＣ 7021001047229
フランス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
佐藤　司

令和1年7月5日  -             2,376,000 - 一般競争

令和２年３月頃公表予定
URL(掲載予
定):https://www8.cao.go.jp/
youth/kenkyu.htm

6
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
配偶者暴力被害者支援における機関
連携及び加害者対応に関する調査研
究査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月12日  -             8,800,000 -
一般競争

（総合評価）

令和２年３月公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/e-
vaw/chousa/index.html

7
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
地方自治体における少子化対策の取
組状況に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月19日  -             7,894,232 -
一般競争

（総合評価）
令和2年4月以降公表予定

8
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529 中心市街地再生方策検討業務
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月22日  -             2,717,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３１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 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
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

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３１年度第２四半期分）

9 株式会社ＪＴＢ 8010701012863
地方創生推進に関する知的基盤の整
備（地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）
の利便性向上等に関する調査事業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月22日  -            76,960,840 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

10 株式会社乃村工藝社 4010401023652

産業遺産情報センター等明治日本の
産業革命遺産の関係施設におけるイン
タープリテーションの効果的な表現等に
係る総合的な調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月26日  -          385,000,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

11 アイ・シー・ネット株式会社 6030001000271
令和元年度　アジア・太平洋輝く女性の
調査及び招聘プログラムの企画に係る
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
佐藤　司

令和1年7月29日  -            20,132,200 -
一般競争

（総合評価）

令和２年３月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

12 アイ・シー・ネット株式会社 6030001000271
令和元年度 諸外国における政治分野
への女性の参画に関する調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月29日  -            11,404,800 -
一般競争

（総合評価）
令和２年３月頃公表予定

13 株式会社情報通信総合研究所 5010001075515
令和元年度ＩＣＴを活用した離島におけ
る高校教育調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月29日  -            14,300,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年4月以降公表予定

14
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971

「研究力の分析に資するデータ標準化
の推進に関するガイドライン」による標
準化データの整備及び研究力の分析
手法の調査業務

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年7月30日  -            24,200,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

15
エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ（株）

7010001012532
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
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年7月30日  -            14,278,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

16 ㈱日通総合研究所 3010401051209
避難退域時の実検査等候補会場での
資機材等の展開等及び実証事業

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）　荒木　真一

令和1年7月22日  -            14,850,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用



－3－

番号 契約の相手方の商号又は名称 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
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（％）
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委託調査費の支出状況（平成３１年度第２四半期分）

17 （株）構造計画研究所 7011201001655

原子力災害対策に必要な資機材の整
理、共用促進等による全体最適化に向
けた調査及び課題改善のためのツー
ルの設計

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）　荒木　真一

令和1年7月19日  -            16,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

18 株式会社東レリサーチセンター 5010001051549
えび、かに及び落花生アレルギーに係
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
食品安全委員会事務局長
小川　良介

令和1年7月16日  -             9,990,000 -
一般競争

（総合評価）

令和２年４月以降公表予定
https://www.fsc.go.jp/fsciis
/survey

19 株式会社富士通総研 8010401050783
道路交通安全に関する基本政策等に
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
佐藤　司

令和1年7月1日  -            13,750,000 -
一般競争

（総合評価）

令和２年４月頃公表予定
URL(掲載予定）:
https://www8.cao.go.jp/kout
u/chou-ken/index-c.html

20 （株）日立製作所 7010001008844
地方公共団体におけるISUT活用モデ
ルの検討に関する調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月7日  -            13,640,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
受援計画策定の推進に関する調査・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
佐藤　司

令和1年8月2日  -             5,995,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

22 （株）建設技術研究所 7010001042703
排水効果を踏まえた大規模・広域避難
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
佐藤　司

令和1年8月2日  -            29,700,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

23
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー・インコーポレイテッド・ジャ
パン

-
令和元年度　地方創生ＳＤＧｓ金融の
自律的好循環形成に向けた調査・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
佐藤　司

令和1年8月5日  -            54,994,500 -
一般競争

（総合評価）

https://www.kantei.go.jp/jp/sin
gi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_fi
nance_report_main.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/sin
gi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_fi
nance_report_reference_case.pdf

24
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
令和元年度　ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクション
プランの推進等に関する調査・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
佐藤　司

令和1年8月5日  -             6,600,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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番号 契約の相手方の商号又は名称 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
契約締結日  予定価格（円）  契約金額（円）

落札率
（％）
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公表時期又は
公表予定時期）

備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３１年度第２四半期分）

25 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和元年度　諸外国におけるPPP/PFI
事業調査検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月6日  -             9,350,000 -
一般競争

（総合評価）

R2年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
pfi_jouhou/houkoku/report/k
aigai.html

26 有限責任あずさ監査法人 3011105000996
エリアマネジメント活動に係る受益算定
のケーススタディ調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月7日  -            10,843,140 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

27 一般社団法人海洋産業研究会 5010405010506
海洋状況表示システムのさらなる利活
用のための調査事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月9日  -            12,012,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28 株式会社ＪＴＢ総合研究所 9010001074645
特定有人国境離島地域における訪日
外国人旅行者による滞在型観光の促
進のための調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月13日  -            15,388,450 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

29
株式会社日本アプライドリサー
チ研究所

6010001009455
令和元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
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月21日  -            12,100,000 -
一般競争

（総合評価）

令和2年3月末公表予定
https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tiiki/tiikisaisei/siryou.h
tml

30
株式会社ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラ
ニング

3250001015465
令和元年度　中日本地域の協定プラッ
トフォーム等を活用したPPP/PFI案件
形成調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月29日  -             5,940,000 -
一般競争

（総合評価）

R2年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

31
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390
令和元年度 子供の貧困に関する地方
自治体調査の分析研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月1日  -             9,343,499 -
一般競争

（総合評価）

令和２年３月末公表予定
URL(掲載予定):
https://www8.cao.go.jp/kod
omonohinkon/index.html

32 株式会社工業市場研究所 3010401009628 SNSを活用した相談事業の調査
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年8月29日  -             6,930,000 - 一般競争

令和２年３月頃公表予定
URL(掲載予
定):https://www8.cao.go.jp/
youth/kenkyu.html
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33 (株)三菱総合研究所 6010001030403
戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）第１期追跡調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年8月8日  -            44,100,085 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

34 (株)三菱総合研究所 6010001030403

戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）最終報告書の作成等に係る調査
（課題名：重要インフラ等におけるサイ
バーセキュリティの確保）

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年8月8日  -            23,870,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

35 清水建設株式会社 1010401013565
原子力防災における要配慮者等のた
めの屋内退避施設の放射線遮蔽性能
向上のための施工モデル等構築事業

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
荒木　真一

令和1年8月30日  -            18,900,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

36
三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング(株）

3010401011971
シェアリング・エコノミーの産出額の実
質化に関する調査研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所
籠宮　信雄

令和1年8月1日  -             8,250,000 -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用。

37
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ(株)

7010001012532
SUT(供給・使用表）作成におけるイン
ボイス情報活用に関する海外調査研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所
籠宮　信雄

令和1年8月5日  -             9,900,000 -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用。

38 （株）パスコ 5013201004656
災害対応における地球観測衛星データ
の利活用に関する調査・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
佐藤　司

令和1年9月5日  -            11,605,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

39 公益財団法人未来工学研究所 4010605000134
令和元年度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
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月6日  -             4,000,700 -
一般競争

（総合評価）

公表予定時期：令和2年4月頃
公表予定
・ＵＲＬ：
https://www5.cao.go.jp/keizai2
/keizai-
syakai/kizunaryoku/chosa.html

40 株式会社オノフ 7120001106100 子供・若者の意識に関する調査
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月6日  -             5,500,000 - 一般競争

令和２年4月以降公表予定
URL(掲載予
定):https://www8.cao.go.jp/
youth/kenkyu.htm
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41 株式会社日本教育新聞社 3010401056182
ICTを活用した北方領土教育・学習に
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
佐藤　司

令和1年9月10日  -             6,710,000 -
一般競争

（総合評価）
納品時期：R2.3

42
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
SDGｓプラットフォームにおける「事業化
支援」に係る実証調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月10日  -             7,700,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月頃公表予定

43
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
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（東北・
関東・中部・近畿）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月11日  -             3,850,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月頃公表予定

44 一般社団法人発明推進協会 4010405010498
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（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
佐藤　司

令和1年9月11日  -             1,258,400 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月頃公表予定

45 株式会社野村総合研究所 4010001054032
令和元年度障害者統計の充実に係る
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
佐藤　司

令和1年9月13日  -            18,480,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年３月下旬公表予定

46 株式会社日本リサーチセンター 5010001062587
令和元年度「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
佐藤　司

令和1年9月17日  -            39,380,000 - 一般競争

令和２年３月頃掲載予定
URL(掲載予
定):https://www8.cao.go.jp/
youth/youth-
harm/chousa/net-
jittai_list.html

47 株式会社インテージリサーチ 6012701004917

仕事と生活の調和推進のための調査
研究～家事・育児・介護等による生活
の変化が働き方等へ与える影響につい
ての意識調査～

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月20日  -             6,160,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年３月公表予定

48
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

2010001113277
カジノ事業者による責任あるギャンブリ
ング対策に関する海外事例詳細調査
（依存症対策）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月30日  -            16,225,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定
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49 有限責任あずさ監査法人 3011105000996
令和元年度「沖縄の産業振興を目的と
した特区・地域税制等の沖縄経済への
影響等調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月25日  -             8,258,599 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

50
デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

7010001088960

官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲ
ＩＳＭ）「革新的建設・インフラ維持管理
技術／革新的防災・減災技術」研究開
発推進のための実態調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月6日  -            28,600,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

51 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和元年度　オープンイノベーションの
推進及び公共調達へのスタートアップ
参入促進に関する調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月10日  -            20,097,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

52 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和元年度　スタートアップ・エコシステ
ム調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月11日  -            31,035,532 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

53
基本計画レビューコンソーシア
ム代表者株式会社三菱総合研
究所

6010001030403
第５期科学技術基本計画のレビュー及
び次期科学技術基本計画の策定に関
する調査・分析等の委託

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月13日  -          176,000,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

54 株式会社セレスポ東京支店 9013301006441
戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）ワークショップお開催及びアン
ケート調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月13日  -            54,010,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

55
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390
令和元年度　イノベーション人材の流
動化に係る要因調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月24日  -            30,800,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

56
国立大学法人政策研究大学院
大学

5010405004953
政府事業・制度等におけるイノベーショ
ン化の促進に係る調査・分析

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月26日  -            49,480,383 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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57 株式会社三菱総合研究所 6010001030403

官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲ
ＩＳＭ）　大学・高専における数理・デー
タサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制
度創設に向けた調査

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）
松尾　泰樹

令和1年9月30日  -            18,794,679 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

58 株式会社東レリサーチセンター 5010001051549
ファクトシートのためのダイオキシン類
及びヒスタミンの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
食品安全委員会事務局長
小川　良介

令和1年9月25日  -            13,200,000 -
一般競争

（総合評価）

令和２年４月以降公表予定
https://www.fsc.go.jp/fsciis
/survey

59
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ(株)

7010001012532
教育の質の変化を反映した価格・実質
アウトプット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
籠宮　信雄

令和1年9月4日  -             9,350,000 -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用。

60 有人宇宙システム株式会社 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おける第三者損
害賠償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
佐藤　司

令和1年7月22日  -            94,820,000 -
随意契約（不

調・不落）
部内資料として活用

61 学校法人栗本学園 1180005007369
女性リーダー育成のためのモデルプロ
グラム試行実施の効果等の調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年7月12日  -            10,590,077 -
随意契約（不

調・不落）

令和２年４月公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/sokushin/leaders_training
.html

62 一般社団法人発明推進協会 4010405010498
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・
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
佐藤　司

令和1年9月12日  -             1,887,600 -
随意契約（不

調・不落）
令和２年４月頃公表予定

63 一般社団法人北海道発明協会 2430005008687
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）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
佐藤　司

令和1年9月18日  -             1,296,902 -
随意契約（不

調・不落）
令和２年４月頃公表予定

64 株式会社インテージリサーチ 6012701004917
令和元年度　市民の社会貢献に関する
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
佐藤　司

令和1年9月25日  -            15,967,600 -
随意契約（不

調・不落）

令和２年４月以降公表予定
https://www.npo-
homepage.go.jp/toukei/shimi
nkouken-chousa



－9－

番号 契約の相手方の商号又は名称 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
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

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３１年度第２四半期分）

65
(株)中央建設コンサルタント・
(株)長大設計共同体

6360001008959
平成31年度沖縄次世代都市交通シス
テム導入に関する調査検討業務

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月1日  -            35,420,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

代表社の
法人番号を

記載

66
玉野総合コンサルタント株式会
社沖縄事務所

4180001031246
平成３１年度駐留軍用地跡地利用に関
する市町村支援業務（アドバイザー派
遣等業務）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月1日  -            48,950,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年３月公表予定

67 沖縄県知事 1000020470007
平成３１年度位置境界明確化調査等委
託

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月16日  -             7,453,000 - 随意契約 部内資料として活用

68 株式会社新垣通商 9360001015770
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            10,000,000 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

69 有限会社比嘉酒造 4360002017481
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            14,999,600 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

70 まさひろ酒造株式会社 9360001006407
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            13,999,700 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

71 株式会社Blueship沖縄 8011801027355
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            15,000,000 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

72 株式会社アドスタッフ博報堂 3360001000068
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            20,000,000 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定
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73 ヘリオス酒造株式会社 9360001012140
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            11,000,000 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

74 株式会社パートナーブレーン 3180002032368
平成３１年度「沖縄酒類製造業自立経
営促進事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成31年4月26日  -            25,000,000 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

75
計量計画研究所・中央建設コン
サルタント設計共同体

5011105004806
平成３１年度交通渋滞緩和に向けた公
共交通利用促進調査業務

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年6月7日  -            16,555,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

代表社の
法人番号を

記載

76 （一社）沖縄しまたて協会 2360005003753
令和元年度観光競争力強化のための
魅力的な景観創出検討業務

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年6月25日  -            52,063,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

77 （一社）沖縄しまたて協会 2360005003753
路線バス事業者の収益向上及び乗務
員確保を図るための実証調査

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年6月28日  -             6,600,000 -
一般競争

（総合評価）
未定

78
（一財）沖縄県環境科学セン
ター

1360005004075

2019年度国内における温室効果ガス
排出削減・吸収量認証制度の実施委
託費（Ｊ－クレジット制度推進のための
地域支援事業）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年6月5日  -             4,656,911 -
随意契約

（企画競争）
令和２年４月公表予定

79
（株）環境エネルギー総合研究
所

6011801022060
令和元年度省エネルギー促進に向け
た広報事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年6月14日  -             3,721,113 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

80
パシフィックコンサルタンツ（株）
沖縄支社

8013401001509
交通渋滞等の解消に向けた観光客の
移動手段の多様化及び周遊満足度向
上方策に関する調査事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年7月5日  -            10,890,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定
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番号 契約の相手方の商号又は名称 法人番号 委託調査の名称・概要
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所属する部局の名称
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（％）
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公表時期又は
公表予定時期）

備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３１年度第２四半期分）

81
ジャパン・インテグレーション
（株）

2360001017534
令和元年度沖縄型テレワーク実装推進
調査

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年7月24日  -            13,398,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定

82 ブルームーンパートナーズ（株） 5360001018975

令和元年度地域経済産業活性化対策
調査（沖縄地域におけるビジネスの視
点からのＳＤＧｓ推進に向けた基礎調
査）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

令和1年8月21日  -             3,795,000 -
一般競争

（総合評価）
令和２年４月公表予定
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