
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
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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 株式会社ランドログ 4010401134284
島の状況把握の高度化に資する離島
監視ソリューション検討業務

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3年1月5日  - 189,200 -
随意契約
（少額）

部内資料として活用

2 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
指定行政機関の防災計画に関する調
査等業務

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3年1月8日  - 3,883,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3
一般社団法人北海道総合研究
調査会

5430005010797 北方地域総合実態調査
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3年1月13日  - 3,080,000  - 一般競争 部局内資料として活用

4 株式会社インテージリサーチ 6012701004917
地域から価値を持続的に創出するエコ
システム（地域価値エコシステム）の実
現に向けた実証調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年1月14日  - 5,940,000  -
一般競争

（総合評価）
局内での資料として活用。公
表時期未定。

5
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
南海トラフ地震の防災・減災対策の推
進に関する調査業務（その２）

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3年1月18日  - 33,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

6
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
宇宙スタートアップエコシステムの形成
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
金子昇一

令和3年1月18日  - 7,678,000  -
一般競争

（総合評価）

公表時期：2021年3月末
https://s-
booster.jp/2021/

7 株式会社エーフォース 2010001155749
海洋教育情報プラットフォームの改善
に向けた調査

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3年1月22日  - 2,759,900  - 一般競争 部内資料として活用

8 富士通株式会社 1020001071491
公益認定等総合情報システム次期シス
テムのクラウドサービス利用に係る調
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3年1月29日  - 8,140,000 -
随意契約（公

募）

公表予定時期：8月頃
公表予定URL：
https://www.koeki-
info.go.jp/commission/pdf/2
020_chosakenkyu.pdf
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9 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を契機とし
た企業の意識変化に関する調査～働
き方・投資」

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3年2月1日  -              8,904,775 -
一般競争

（総合評価）

公表予定時期（令和３年秋
頃公表予定）
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai3/whitepaper.html

10
株式会社ライズ・コンサルティン
グ・グループ

1010401091330
スーパーシティ構想の規制改革に関す
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3年2月3日  -              5,070,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

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　諸外国におけるPPP/PFI
事業および海外発信についての調査検
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3年2月4日  -              4,950,000 -
一般競争

（総合評価）

R3年５月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
pfi_jouhou/houkoku/report/k
aigai.html

12
一般財団法人航空保安無線シ
ステム協会

6010005012249
令和２年度「航空分野における衛星測
位システムに関する調査」

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3年2月4日  -            10,670,000 - 一般競争 部内資料として活用

13 株式会社データセレクト 6180001069391
指定避難所の立地及び設備の確保状
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3年2月16日  -              1,980,000 - 一般競争 部内資料として活用

14 応用地質（株）東京事務所 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（その２）

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3年2月17日  -            22,000,000  -
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
大規模地震等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3年2月17日  -            14,300,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

16 ＥＹ新日本有限責任監査法人 1010005005059
成果連動型民間委託契約方式（ＰＦＳ）
による事業の成果評価、検証支援業務

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3年3月12日  -            77,000,000  -
一般競争

（総合評価）

公表予定
（https://www8.cao.go.jp/pfs
/index.html（令和６年３月頃
公表予定））
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17 ＥＹ新日本有限責任監査法人 1010005005059
貧困状態の子供の支援のための教育・
福祉データベースの構築等に向けた調
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
金子　昇一

令和3年3月12日  -            12,801,800  -
一般競争

（総合評価）

令和４年３月公表予定
https://www8.cao.go.jp/kod
omonohinkon/index.html

18 株式会社日本総合研究所 4010701026082

成果連動型民間委託契約方式（ＰＦＳ）
の普及促進のための官民連携プラット
フォーム形成・運営を通じた調査・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
金子　昇一

令和3年3月19日  -              5,500,000  -
一般競争

（総合評価）

公表予定
（https://www8.cao.go.jp/pfs
/index.html（令和６年３月頃
公表予定））
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