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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 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 病院船の活用に関する調査・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
金子　昇一

令和2年7月30日  -            19,800,000 -
一般競争

（総合評価）
R3.3公表予定

2 株式会社建設技術研究所 7010001042703
火山防災対策において重点的に取り組
むべき施策及び、技術開発等の動向に
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7月14日  -            24,200,000 -
一般競争

（総合評価）
R3.3公表予定

3
ジ　アバセント　グループ　リミ
テッド

-

米国等における衛星通信に関わる宇
宙システムの将来アーキテクチャ、そ
の実現に必要となる技術動向等に関す
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
金子　昇一

令和2年7月9日  -            10,453,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

4 一般社団法人中央調査社 9010005018193
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
金子　昇一

令和2年7月13日  -             8,114,920 -
一般競争

（総合評価）
令和3年4月以降公表予定

5 株式会社産学連携機構九州 5290001020154
令和２年度　京田辺市における
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7月15日  -             3,850,000 -
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

6
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサル
ティング株式会社

3010401011971
令和2年度沖縄県における所有者不明
土地に起因する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
金子　昇一

令和2年7月17日  -            55,738,779 -
一般競争

（総合評価）
令和3年4月以降公表予定

7
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 ＰＰＰ/ＰＦＩの事業規模・基
礎データベース等に関する調査・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7月27日  -             8,250,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/i
inkai/kaisai/keikaku/keikaku
_list.html
（PFI推進委員会計画部会資
料として使用・公表予定）

8
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

4010401058533
社会資本ストック推計に用いるデフレー
タの精緻化に向けた検討調査業務

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7月28日  -             9,391,512 -
一般競争

（総合評価）

部内資料として活用。
５年に１度の日本の社会資
本の公表時に本調査内容を
反映することを予定してい
る。次回公表は2022年予
定。

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（令和２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
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委託調査費の支出状況（令和２年度第２四半期分）

9 株式会社野村総合研究所 4010001054032
令和2年度国家戦略特区の活用及び
成果等の発信に関する調査分析業務

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7月28日  -            29,700,000 -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

10
東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社

7010001079695 ジェンダー投資に関する調査研究
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7月30日  -             4,290,000 -
一般競争

（総合評価）
2021年3月末

11
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　奈良県中央卸売市場再整
備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7月31日  -             9,900,000 -
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

12
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390 宇宙利用の現在と未来に関する調査
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7月30日  -             5,500,000 -
一般競争

（総合評価）
令和2年12月公表予定

13 株式会社アストロスケール 9010601047471
宇宙交通管理及び宇宙状況把握に関
する政策形成に向けた検討調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年7月31日  -            11,990,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971

国立大学・研究開発法人等の研究力
の分析及び地域における大学等の目
指すべきビジョンの分析に係る令和２
年度調査業務

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2年7月21日  -            44,263,615 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

15 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
STI for SDGs プラットフォームの構築
に向けた調査・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2年7月30日  -            34,100,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

16 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和２年度　香川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8月5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
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17 アイ・シー・ネット株式会社 6030001000271

令和２年度　アジア・太平洋、アフリカ
の女性に対する暴力の調査研究及び
研修・交流プログラムの企画・運営に係
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
金子　昇一

令和2年8月21日  -            27,445,000 -
一般競争

（総合評価）

令和３年３月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/r
esearch/kenkyu/index.ht
ml

18 株式会社日本リサーチセンター 5010001062587
令和２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
金子　昇一

令和2年8月25日  -            35,750,000 - 一般競争

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

19
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
海外商業宇宙市場開拓に向けたビジ
ネスプラットフォーム形成の実施検討
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
金子　昇一

令和2年8月27日  -            24,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

20 ＰｗＣあらた有限責任監査法人 8010005011876
研究インテグリティ（Research Integrity）
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）
柳　孝

令和2年8月20日  -             8,215,900 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定

21 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
政府事業・制度等におけるイノベーショ
ン化促進の手法に係る調査・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）
柳　孝

令和2年8月20日  -            42,900,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

22
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
 疫学研究で得られた用量反応データ
へのベンチマークドーズ法の適用に関
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
小川　良介

令和2年8月5日  -            11,000,000 -
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"

23
(株)日本アプライドリサーチ研
究所

6010001009455
令和２年度地域間の移出入推計の課
題に対応するための調査

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所
増島　稔

令和2年8月27日  -             7,432,634 -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

24 株式会社工業市場研究所 3010401009628
就労証明書の標準的な様式の活用状
況等に関する調査

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理
室長
水野　忠幸

令和2年8月27日  -             2,075,150 - 一般競争 部内資料として活用
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25 国土防災技術株式会社 9010401010035
感染症に配慮した避難所運営等に係るオン
ライン研修教材作成に関する調査分析等業
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9月18日  -            18,150,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

26 株式会社廣済堂 7010401009665
視覚障害者等向け政府広報資料に関する
アンケート調査業務

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9月16日  -             1,584,000 - 一般競争 部内資料として活用

27
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
津波浸水被害推計システム運用に係る調
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9月29日  -            12,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28 株式会社インテージリサーチ 601270100491
民間専門人材の市町村派遣の拡大に向け
た調査・伴走支援等業務

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9月1日  -            14,850,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

29 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新たな宇宙関連技術
等に関する適切な法の執行に関する調査

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9月28日  -            39,600,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

30
株式会社ＹＭＦＧＺＯＮＥプラン
ニング

3250001015465
令和２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
金子　昇一

令和2年9月18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

31
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
男女共同参画の視点に配慮した中学生向
け理数系教育に関する指導者用啓発資料
についての調査研究

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9月23日  -             8,800,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月

32
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　性犯罪・性暴力の加害者・被害
者・傍観者にならないための「生命の安全
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
金子　昇一

令和2年9月17日  -             8,580,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月公表予定
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33
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
配偶者暴力に係る加害者更生プログラム等
に関する調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年9月4日  -             9,845,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月公表予定

34
一般社団法人社会的包摂サ
ポートセンター

6010005017669
令和２年度性暴力に関するＳＮＳ相談支援
促進調査研究事業業務

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9月16日  -            28,278,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月末頃公表予定

35 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
民間シェルター等による配偶者暴力被害者
等の支援の充実のための調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年9月18日  -             7,700,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年３月公表予定

36 アクセンチュア株式会社 7010401001556
令和２年度　クールジャパン戦略における
新型コロナウイルス感染症の影響調査分析
及び有識者会議運営等業務

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9月28日  -            16,500,000 -
一般競争

（総合評価）

令和3年4月以降公表予定
https://www.cao.go.jp/cool_j
apan/report/report.html

37 有限責任あずさ監査法人 3011105000996
国家戦略特別区域及び総合特別区域にお
ける税制上の支援措置による事業創出効
果等の調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和2年9月7日  -             6,641,250 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

38 一般社団法人中央調査社 9010005018193
令和２年度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
金子　昇一

令和2年9月28日  -            18,271,000 - 一般競争 令和３年３月末頃公表予定

39
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）
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（応用基礎レベ
ル）の創設に向けた調査

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）
柳　孝

令和2年9月8日  -             8,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

40 株式会社高等教育総合研究所 2010001073562
産業界と教育機関の人材の質的・量的需給
マッチング状況調査

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）
柳　孝

令和2年9月17日  -            33,550,000 -
一般競争

（総合評価）
令和３年4月公表予定
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41 株式会社千代田テクノル 7010001004851
令和２年度避難退域時検査等における資機
材の展開及び運用マニュアルの作成業務

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9月29日  -            20,097,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

42 合同会社巻組 9370303000288

令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（ギフト経済循環の見える化
による関係人口創出事業）

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7月27日  -             9,268,600 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

43
公益社団法人 中越防災安全
推進機構

5110005012504

令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（地域に関わる多様な入口づ
くり）

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7月27日  -             5,924,000 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

44 一般社団法人　離島百貨店 6010405017475

 令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（過疎地域と都市部との結節
点となる「地域マネージャー」育成事
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7月27日  -             8,568,000 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

45 一般社団法人熱中学園 6010405017533

令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（企業版ふるさと納税を活用
した「ふるさとみつけ塾」プログラムの開
発）

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7月27日  -             9,362,980 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

46 株式会社Next Commons 9400001013183

令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（地方と都市をつなぐリカレン
ト教育の場づくりによる関係人口創出
プラン）

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7月27日  -             8,383,271 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

47
株式会社シーズ総合政策研究
所

7280001000964

令和２年度関係人口創出・拡大のため
の中間支援モデル構築に関する調査・
分析業務（「しまね発つながりダイバー
シティ・プロジェクト―島根発関係人口
と地域のひとが織りなす多様性創発事
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7月27日  -             9,295,000 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定

48
株式会社 日本能率協会総合
研究所

5010401023057

令和２年度関係⼈⼝創出・拡⼤のため
の中間⽀援モデル構築に関する調査・
分析業務（山口・田舎暮らしクエスト
～新たな暮らしを探究するクエスト参加
者を募集します～）

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7月27日  -             2,354,055 -
随意契約（企

画競争）
令和３年３月以降公表予定



－7－

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２四半期分）

49
（一財）沖縄県環境科学セン
ター

1360005004075

令和２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2年7月8日  -             4,113,459 - 企画競争 部内資料として活用

50
（一財）沖縄観光コンベンション
ビューロー

4360005000170
世界自然遺産登録に向けた受入環境
整備に係る実証調査事業

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2年7月14日  -            14,691,890 - 企画競争
令和3年4月公表予定
http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/3729

51 （株）三菱総合研究所 6010001030403
令和２年度沖縄振興推進調査（今後重
点的に強化する産業分野の検討に資
する調査）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
上村　秀紀

令和2年8月11日  -            19,625,100 -
一般競争

（総合評価）
令和３年４月公表予定

52 沖縄ＮＴＣ（株） 3360001016048 令和２年度計画基礎諸元調査業務
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
上村　秀紀

令和2年8月17日  -             1,980,000 -
一般競争（最

低価格）
部内資料として活用

53

令和２年度渋滞緩和に向けた
公共交通利用促進調査業務計
量計画研究所・中央建設コンサ
ルタント設計共同体　代表者
一般財団法人計量計画研究所
代表理事　岸井　隆幸

5011105004806
令和２年度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
上村　秀紀

令和2年8月26日  -            17,491,563 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

法人番号は代
表者

54

令和２年度沖縄次世代都市交
通システム導入に関する調査
検討業務ケーシーエス・日本能
率協会総合研究所設計共同体
代表者　株式会社ケー･シー･
エス沖縄支社  支社長 佐野 正

3011101040658
令和２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
上村　秀紀

令和2年8月26日  -            20,040,442 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

法人番号は代
表者

55
（一財）沖縄ＩＴイノベーション戦
略センター

2360005005840
令和２年度沖縄における長期滞在型テ
レワークの利用ニーズ別モデルプラン
の開発および連携体構築等調査事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
上村　秀紀

令和2年8月28日  -             6,379,549 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

56 （一財）沖縄しまたて協会 2360005003753
データを活用したバス利用の促進に関
する実証調査

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
上村　秀紀

令和2年9月23日  -             3,168,000 -
一般競争

（総合評価）

令和3年4月公表予定
http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/009963
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57
（公財）日本道路交通情報セン
ター

2010005004175
交通渋滞等の解消に向けた移動手段
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
上村　秀紀

令和2年9月30日  -            14,187,151 -
一般競争

（総合評価）

令和3年4月公表予定
http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/009963
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