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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

1 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
令和２年度防災スペシャリスト養成のた
めの研修体系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
金子　昇一

令和2年4月1日  -            34,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

2 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
令和２年度総合的な防災スペシャリスト
の養成外に関する調査及び企画運営
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
金子　昇一

令和2年4月1日  -            67,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
令和２年度地域による防災スペシャリ
ストの養成に関する調査及び企画運営
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
金子　昇一

令和2年4月1日  -            18,590,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

4
エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ（株）

7010001012532
首都直下地震の発生に伴う帰宅困難
者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
金子　昇一

令和2年4月1日  -            38,005,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5 （株）社会安全研究所 3011101024462
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
金子　昇一

令和2年4月6日  -            27,500,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

6 （株）社会安全研究所 3011101024462
令和２年度火山地域の防災対策推進
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
金子　昇一

令和2年4月6日  -            36,300,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

7
エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ（株）

7010001012532
令和２年度日本海溝・千島海溝沿いの
巨大地震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
金子　昇一

令和2年4月13日  -            19,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

8 応用地質（株） 2010001034531
令和２年度日本海溝・千島海溝沿いの
巨大地震対策の推進に関する地震動・
津波の検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月13日  -            22,000,000 -
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（令和２年度第１四半期分）
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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
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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（令和２年度第１四半期分）

9 合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 3011001038942
実践的な防災行動定着のための情報
調査及び発信事務局運営業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            23,870,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

10 （株）パスコ 5013201004656
令和2年度 防災教育活動の実践事例
の紹介及び普及方策等に関する検討
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
金子　昇一

令和2年4月1日  -            14,850,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

11 八千代エンジニアリング(株) 2011101037696
令和２年度 国際経済活動における戦
略的な防災分野への投資促進等に関
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
金子　昇一

令和2年4月6日  -            22,844,800 -
一般競争

（総合評価）
令和３年２月以降公表予定

12 （株）三菱総合研究所 6010001030403
地区防災計画による共助意識の強化
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
金子　昇一

令和2年4月7日  -            29,999,200 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

13 （株）建設技術研究所 7010001042703
令和２年度大規模水害からの広域避
難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
金子　昇一

令和2年4月22日  -            19,580,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14
エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ（株）

7010001012532
首都直下地震に係る防災・減災対策の
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
金子　昇一

令和2年4月17日  -            16,500,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

15
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
令和２年度災害の被害認定基準等の
適正な運用の確保に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月23日  -            13,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

16
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサル
ティング株式会社

3010401011971 景気ウォッチャー調査
支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -          376,200,000 -
一般競争

（総合評価）

毎月第６営業日公表
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai3/watcher/watcher_menu.
html
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17 株式会社日本旅行 1010401023408

令和２年度 沖縄酒類製造業の自立的
経営促進事業（泡盛と沖縄空手の関係
性を活かした泡盛の認知度向上、販売
促進等への効果等調査）

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            29,487,700 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月以降公表予定

18 株式会社シード・プランニング 9010001144299
令和２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
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月15日  -            12,650,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月以降公表予定

19 みずほ情報総研株式会社 9010001027685
令和２年度国家戦略特別区域認定区
域計画の進捗状況の評価等に関する
調査及び分析業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            26,400,000 -
一般競争

（総合評価）

http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/tiiki/kokusentoc/pdf/20
19_hyoka_2.pdf

20 アジア航測株式会社 6011101000700
i-都市再生の活用結果を踏まえた規格
検討及び国際標準化に向けた検討調
査

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            25,960,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21
特定非営利法人日本ファンドレ
イジング協会

3010405008618
令和２年度社会性評価・認証制度に係
る調査・実証事業

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            24,750,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月頃

22 株式会社博報堂 8010401024011
令和２年度　地方創生ＳＤＧｓ官民連携
プラットフォーム事務局運営に係る調
査・研究業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            29,700,000 -
一般競争

（総合評価）

http://future-
city.go.jp/platform/
にて順次公開

23
セントラルコンサルタント株式会
社

1010001088264
「i-都市再生」の普及促進方策の試行
に関する基礎調査

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            25,960,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

24
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
プロフェッショナル人材事業にかかる専
門的調査・分析業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -          110,000,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月頃
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25
アーサー・ディ・リトル・ジャパン
株式会社

1010401000530
地方大学・地域産業創生交付金事業に
係る専門的調査・計画作成支援・伴走
支援業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            79,988,040 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

26
マツキンゼーアンドカンパニー
インコーポレイテツドジヤパン

2700150006311
令和２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
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            74,800,000 -
一般競争

（総合評価）

https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tiiki/kankyo/index.htm
にて順次公開

27
アビームコンサルティング株式
会社

8010001085296
令和２年度「環境未来都市」構想・地方
創生ＳＤＧｓ推進に係る調査・研究等業
務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            23,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28 株式会社浜銀総合研究所 1020001015795
学生の就職・採用活動開始時期等に関
する調査

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月24日  -             6,149,000 -
一般競争

（総合評価）

令和２年11月下旬公表予定
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai1/gakuseichosa/index.html

29 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和２年度　西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
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            12,100,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

30 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和２年度　東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
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            12,980,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

31
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサル
ティング株式会社

3010401011971
プレミアム商品券事業の事業評価に係
る業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            16,500,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

32
デロイトトーマツファイナンシャ
ルアドバイザリー合同会社

3010001076738
令和２年度 ＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況・推
進施策等に関する調査・検討業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            12,100,000 -
一般競争

（総合評価）

R2年10月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/i
ndex.html
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33 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和２年度 民間提案制度／施設の非
保有方式に関する調査・検討業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            10,450,000 -
一般競争

（総合評価）

R2年10月以降、事業推進部
会等の会議体資料の一部と
して公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/i
inkai/iinkai_index.html

34
株式会社電通マクロミルインサ
イト

5010001050773
令和2年度インターネットモニター調査
による政府広報キャンペーンの効果測
定業務等

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -             9,240,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

35
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
満足度・生活の質に関する調査研究業
務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月13日  -            12,980,000 -
一般競争

（総合評価）
未定

36 有限監査法人トーマツ 5010405001703
地方公共団体による成果連動型民間
委託契約方式(PFS)に係る事業案件形
成支援等業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -             6,500,000 -
一般競争

（総合評価）

公表予定（令和３年３月頃公
表予定）
https://www8.cao.go.jp/pfs/
index.html

37 みずほ情報総研株式会社 9010001027685
地方創生インターンシップ推進に係る
地方公共団体と東京圏の大学等の連
携推進に関する調査・分析業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月28日  -            16,265,829 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

38 みずほ情報総研株式会社 9010001027685
令和３年度関係人口の創出・拡大に係
る官民連携による連絡体制の構築促
進に関する調査・分析業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月27日  -            46,728,099 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

39
特定非営利活動法人映像産業
振興機構

2010005008721
大型映像作品ロケーション誘致の効果
検証調査

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月13日  -          299,810,720 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

40 株式会社JTBパブリッシング 1011101038290

特定有人国境離島地域における航路
の電子決済システム等の導入効果検
証及び企画航空券の利用拡大に向け
た検討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
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            38,112,580 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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41
サーベイリサーチセンター株式
会社

6011501006529

「地方公共団体における男女共同参画
社会の形成又は女性に関する施策の
推進状況」WEB調査及びデータ集計業
務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -             3,520,000 - 一般競争
令和３年１月公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

42
株式会社マーケティングセン
ター

5013301011189 青少年意見事業募集事業分析調査等
支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -             4,323,000 - 一般競争

９月以降随時公表予定
URL:https://www8.cao.go.jp
/youth/youth-
opinion/index.html

43
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
令和2年度「衛星測位及び測位補強
サービスの性能評価支援」

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -            70,400,000 - 一般競争 部内資料として活用

44
公益財団法人九州経済調査協
会

5290005000838
地域別支出総合指数（ＲＤＥＩ）の作成・
分析・検証業務

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月1日  -             7,131,080 - 一般競争

四半期毎に公表（５月、８
月、11月、２月の各月下旬）
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai3/chiiki/rdei/menu.html

45 楽天インサイト株式会社 8010701019594
マイナンバーカードの取得促進に関す
るインターネットによるアンケート調査

支出負担行為担当
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年4月7日  -             3,107,500 - 一般競争 部内資料として活用

46

基本計画調査分析コンソーシ
アム
代表者
株式会社三菱総合研究所

6010001030403
第６期科学技術基本計画に関する調
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2年4月1日  -            68,926,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

47 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
大学支援フォーラムPEAKSにかかわる
調査及び運営事業

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2年4月1日  -            56,100,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

48 株式会社エデュース 7010001077773
国立大学等財務マネジメントに関する
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2年4月1日  -            19,250,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定
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49
国立大学法人政策研究大学院
大学

5010405004953
エビデンスデータベースの効果的可視
化手法の調査

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2年4月1日  -            72,753,618 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

50 株式会社ジェネレーションパス 9011101032971
エビデンスシステム構築における大規
模性能調査

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2年4月1日  -            20,350,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

51 ワシントンコアL.L.C.
令和２年度原子力防災に関する海外
調査

支出負担行為担当官
政策統括官（原子力防災担当）
荒木　真一

令和2年4月24日  -            16,940,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

52
(株)日本アプライドリサーチ研
究所

6010001009455
2020年度デジタルエコノミーに係るサテ
ライト勘定の枠組みに関する調査研究

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2年4月6日  -            12,663,420 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

53
国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構

6050005002007
特定復興再生拠点区域における大気
放射能濃度調査事業

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2年4月1日  -            14,192,953 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

54 （株）パスコ 5013201004656
令和２年度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
金子　昇一

令和2年5月25日  -            11,858,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

55
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
宇宙関連新産業・新サービス創出の促
進に係る調査（S-NET新事業創出）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年5月20日  -            25,740,000 -
一般競争

（総合評価）

調査報告書

https://s-net.space/

56
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
課題解決に向けた先進的な衛星リモー
トセンシングデータ利用モデル実証に
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
金子　昇一

令和2年5月20日  -            79,349,999 -
一般競争

（総合評価）

調査報告書

http://www.uchuriyo.space/
model/
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57
アビームコンサルティング株式
会社

8010001085296
アジャイル型とウォーターフォール型の
ハイブリッドによるシステム開発手法に
ついて工程管理等方法論の調査委託

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2年5月18日  -            87,450,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

58
株式会社日立製作所公共シス
テム営業統括本部イノベーショ
ン営業部

7010001008844

府省共通研究開発管理システム（e-
Rad）の調査分析、次期e-Radのシステ
ム開発、並びにデータ標準化事業に伴
うデータ連携についての実証実験にか
かる調査委託

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2年5月19日  -          462,000,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

59
エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ株式会社

7010001012532
令和２年度　原子力利用の国内外の最
新動向に係る情報収集等調査

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2年5月20日  -            13,750,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

60 （株）インテージリサーチ 6012701004917
生産・支出・分配の三面の整合性に関
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2年5月22日  -             7,920,000 - 一般競争 部内資料として活用

61
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
省庁業務継続計画の評価に係る調査・
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
金子　昇一

令和2年6月11日  -            14,960,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

62 （株）電通 5010401143788
効果的な広報を実施するための世論
の背景状況に関する定量的・定性的調
査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月14日  -             9,317,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

63
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
令和２年度地域商社等ネットワーク形
成支援事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月1日  -            18,700,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月頃

64 株式会社帝国データバンク 7010401018377

新型コロナウイルス感染症が地域経済
に与える影響の把握及び地域再活性
化施策の検討におけるデータの利活用
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
金子　昇一

令和2年6月1日  -          434,500,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月末公表予定



－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（令和２年度第１四半期分）

65 株式会社日本リサーチセンター 5010001062587 少子化に関する国際意識調査
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月12日  -            45,998,700 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月以降公表予定

66 東武トップツアーズ株式会社 4013201004021
企業版ふるさと納税の活用促進に向け
た調査・分析及び企業と地方公共団体
とのマッチング支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月23日  -             9,988,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

67 株式会社野村総合研究所 4010001054032
未来技術社会実装事業に対する調査、
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
金子　昇一

令和2年6月12日  -            31,900,000 -
一般競争

（総合評価）

https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tiiki/toshisaisei/
今年度末に成果物の一部
（事例集等）を公表予定
（それ以外は部内資料として
活用）

68 公益財団法人日本生産性本部 4011005003009
女性リーダー育成のためのモデルプロ
グラムの効果の調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月18日  -            12,000,000 -
一般競争

（総合評価）

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

69 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和２年度匿名加工医療情報の利活
用に関する調査等事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月22日  -            44,000,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

70 国際航業株式会社 9010001008669

令和２年度　山陽小野田市における
PPP/PFI手法優先的検討規程策定・運
用及び宇部市におけるPPP/PFI民間提
案活用に関する調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月19日  -             7,920,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

71 株式会社日本経済研究所 6010001032853
令和２年度　青森県域における広域型
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・運
営に関する調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月19日  -             6,600,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

72 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
地方創生推進交付金事業及び地方創
生拠点整備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
金子　昇一

令和2年6月19日  -            51,663,700 -
一般競争

（総合評価）

令和3年4月以降公表予定
https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/sousei/about/kouhukin
/index.html



－10－

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（令和２年度第１四半期分）

73 株式会社建設技術研究所 7010001042703
令和２年度 沖縄県読谷村における
PPP/PFI手法優先的検討規程策定・運
用に関する調査検討支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月30日  -             4,510,000 -
一般競争

（総合評価）

https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/sousei/about/kouhukin
/index.html

74 株式会社アルメックＶＰＩ 7013201000455
地域の課題解決に資する交通安全計
画推進に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年6月26日  -             7,975,000 -
一般競争

（総合評価）

令和３年４月頃公表予定
URL:https://www8.cao.go.jp
/koutu/chou-ken/index-
c.html

75 株式会社建設技術研究所 7010001042703
令和2年度登米市におけるPPP/PFI手
法優先的検討規定策定・運用に関する
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
金子　昇一

令和2年6月30日  -             4,730,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

76 株式会社建設技術研究所 7010001042703
令和２年度　石垣市におけるPPP/PFI
民間提案活用に関する調査検討支援
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
金子　昇一

令和2年6月30日  -             4,367,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

77 株式会社日本経済研究所 6010001032853
令和２年度　甲府市におけるPPP/PFI
民間提案活用に関する調査検討支援
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
金子　昇一

令和2年6月30日  -             5,500,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

78 （株）野村総合研究所 4010001054032
産学連携活動マネジメントに関する調
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2年6月22日  -            44,977,487 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

79 （株）富士通総研 8010401050783
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2年6月29日  -            11,660,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

80 株式会社インテージリサーチ 6012701004917
食品安全委員会が行うリスクコミュニ
ケーションに関する意識調査

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
小川　良介

令和2年6月10日  -            10,780,000 -
一般競争

（総合評価）

令和3年6月末頃予定
https://www.fsc.go.jp/chous
a/sougouchousa/chousa_ka
dai.html
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81
国立大学法人お茶の水女子大
学

3010005007400
加熱調理の科学的情報の解析及び画
像の開発

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
小川　良介

令和2年6月10日  -            10,972,500 -
一般競争

（総合評価）

令和3年6月末頃予定
https://www.fsc.go.jp/chous
a/sougouchousa/chousa_ka
dai.html

82
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
食品中の化学物質への複合ばく露に
関する情報収集調査

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
小川　良介

令和2年6月25日  -            10,450,000 -
一般競争

（総合評価）

令和3年6月末頃予定
https://www.fsc.go.jp/chous
a/sougouchousa/chousa_ka
dai.html

83 （株）矢野経済研究所 3011201005528
インバウンドを対象とした飲食施設の
生産性に関する調査・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2年6月1日  -             6,820,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

84
株式会社コーエイリサーチ＆コ
ンサルティング

9011101024804
女性の政治参画への障壁等に関する
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
金子　昇一

令和2年6月9日  -             8,371,000 -
随意契約（不

調・不落）

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

85 （株）テー・オー・ダブリュー 3010401029287
令和２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

令和2年4月1日  -            29,999,817 - 企画競争 部内資料として活用

86 （株）Blueship沖縄 8011801027355
令和２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

令和2年4月1日  -            14,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

87 （株）Blueship 6010001105345
令和２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

令和2年4月1日  -            18,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

88 （株）新垣通商 9360001015770
令和２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

令和2年4月1日  -            11,000,000 - 企画競争 部内資料として活用
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89 まさひろ酒造（株） 9360001006407
令和２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

令和2年4月1日  -            12,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

90 （株）アドスタッフ博報堂 3360001000068
令和２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

令和2年4月1日  -            10,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

91 ヘリオス酒造（株） 9360001012140
令和２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

令和2年4月1日  -            10,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

92
玉野総合コンサルタント（株）沖
縄支店

4180001031246
令和２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

令和2年4月1日  -            57,200,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月頃公表予定

93 （株）OTSサービス経営研究所 7360001002358
令和２年度地域経済産業活性化対策
調査（沖縄における空間情報利活用推
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2年6月4日  -             6,884,900 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月頃公表予定

94 （公財）流通経済研究所 2010005019116
令和２年度沖縄県産黒糖需要拡大・安
定供給体制確立実証事業

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2年6月23日  -            37,964,179 - 企画競争 部内資料として活用
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