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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3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3年4月1日  -            25,190,000  -
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3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3年4月1日  -            55,770,000  -
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3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3年4月1日  -            15,103,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

4
株式会社東京建設コンサルタ
ント

6013301007970
大規模水害時の排水に関する調査検
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4月1日  -            25,300,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5 株式会社アイ・ディー・エー 8070001006008
水害・土砂災害からの住民の主体的な
避難行動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4月1日  -            31,350,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

6 （株）建設技術研究所 7010001042703
大規模広域避難の実効性確保に向け
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3年4月1日  -            28,930,000  -
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３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3年4月1日  -            30,800,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

8 （株）社会安全研究所 3011101024462
令和３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3年4月1日  -            41,811,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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9 （株）建設技術研究所 7010001042703
大規模噴火時の降灰による被害軽減
に資する具体的対応に関する調査検
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4月1日  -            38,500,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

10 有限責任監査法人トーマツ 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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -             5,940,000  -
一般競争

（総合評価）

公表予定（令和４年３月頃公
表予定）
https://www8.cao.go.jp/pfs/
index.html

11
アビームコンサルティング株式
会社

8010001085296
令和３年度地方創生ＳＤＧｓ推進等に
係る調査・研究等業務

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4月1日  -            35,200,000  -
一般競争

（総合評価）

https://www.chisou.go.jp/tii
ki/kankyo/index.html
にて順次公開

12 株式会社博報堂 8010401024011
令和３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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -            40,920,000  -
一般競争

（総合評価）

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

13
みずほリサーチ＆テクノロジー
ズ株式会社

9010001027685
令和３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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -            26,400,000  -
一般競争

（総合評価）

https://www.chisou.go.jp/tii
ki/kokusentoc/pdf/2021_hy
oka_2.pdf

14 株式会社日経イベント・プロ 7010001195294
令和３年度　性別による無意識の思い
込み（アンコンシャス・バイアス）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3年4月1日  -             9,887,724  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月公表予定

15
一般財団法人大阪府男女共同
参画推進財団

1120005015261
令和３年度性犯罪・性暴力被害者のた
めの夜間・休日相談支援体制整備調
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3年4月1日  -            67,760,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月公表予定

16
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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -            73,770,400  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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17 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
宇宙交通管理の国際規範形成に関す
る検討調査

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3年4月1日  -            18,700,000  -
一般競争

（総合評価）

スペースデブリに関する関
係府省等タスクフォースに成
果報告
（令和4年4月頃）

18 株式会社日本経済研究所 6010001032853
令和３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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -            19,800,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

19
株式会社ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラ
ニング

3250001015465
令和３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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -            10,450,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

20
株式会社電通マクロミルインサ
イト

5010001050773
令和３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4月1日  -             9,680,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21 株式会社価値総合研究所 3010401037091

令和３年度関係人口創出・拡大官民連
携全国協議会等を通じた中間支援組
織等相互の連携・事業形成促進に関す
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3年4月1日  -            33,385,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

22 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3年4月1日  -            30,580,000  -
一般競争

（総合評価）

https://www.chisou.go.jp/tii
ki/kinmirai/index.html
令和３年度末に成果物を一
部（事例集等）を公表予定
※それ以外は部内資料とし
て活用

23
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係る専門
的調査・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3年4月1日  -            88,000,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月以降公表予定

24
株式会社サーベイリサーチセン
ター

8013401001509

「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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -             3,748,580  - 一般競争
令和４年１月公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html
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25
一般財団法人航空保安無線シ
ステム協会

6010005012249
令和3年度航空分野における衛星測位
システム利用に関する調査

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3年4月1日  -            15,400,000  - 一般競争 部内資料として活用

26 公益財団法人九州経済調査会 8013401001509
地域別支出総合指数（ＲＤＥＩ）の作成・
分析・検証業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月1日  -             7,466,690  - 一般競争 部内資料として活用

27 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
令和３年度原子力災害対応に関する
調査検討・演習企画運営支援業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官(原子力防災担
当)

令和3年4月1日  -            24,530,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28
国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構

6050005002007 令和３年度原子力防災研究事業

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3年4月1日  -            62,959,574  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

29 一般社団法人　新情報センター 1011005000041 消費動向調査の実査業務
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3年4月1日  -          196,900,000  -
一般競争

（総合評価）

公表時期：毎月
https://www.esri.cao.go.jp/j
p/stat/shouhi/shouhi.html

30 株式会社日本総合研究所 401070102608
令和3年度「準天頂衛星システムの事
業監理等調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年4月1日  -            72,516,400  -
随意契約（公

募）
部内資料として活用

31
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3年4月1日  -            13,047,016 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

32
国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構

6050005002007
福島県における個人線量データの活用
等に係る検討事業

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3年4月1日  -             2,868,154 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用



－5－

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３年度第１四半期分）

33
一般財団法人　沖縄ＩＴイノベー
ション戦略センター

2360005005840
令和３年度沖縄における長期滞在型テ
レワークの受入れ体制構築事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年4月1日  -            13,017,320 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

34
玉野総合コンサルタント株式会
社沖縄支店

4180001031246

令和３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
荻堂　信代

令和3年4月1日  -            58,300,000 -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月頃公表予定

35
一般社団法人社会的包摂サ
ポートセンター

6010005017669
令和３年度性暴力に関するＳＮＳ相談
支援促進調査研究事業

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3年4月1日  -            33,627,283 -
随意契約
（緊急）

部局内資料として活用
公表時期未定

36 ランドブレイン(株） 9010001031943
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3年4月5日  -            35,750,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

37
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

   1,010,005,007,996
先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等
に関する調査（S-Booster 2021）

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4月6日  -            16,478,000  -
一般競争

（総合評価）

https://s-booster.jp/2021/
公表時期：2022年1月以降年
度内

38 株式会社両備システムズ 8260001007077

地方自治体における業務プロセス・情
報システム（子ども・子育て支援、児童
手当）の標準化等に向けた実態に関す
る調査研究業務

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3年4月7日  -            10,450,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

39 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3年4月9日  -            21,890,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

40 （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
的な検討方法及び効果的な訓練実施
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3年4月12日  -            29,700,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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41
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・減災対策及
び被害想定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4月12日  -            16,500,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

42
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
令和3年度満足度・生活の質に関する
調査研究業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月12日  -            18,480,000  -
一般競争

（総合評価）

令和３年９月公表
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai2/manzoku/index.html

43
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ（株）

7010001012532
南海トラフ地震に対する被害推計手法
の高度化に関する調査業務

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4月13日  -            20,900,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

44
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ（株）

7010001012352
南海トラフ地震における防災・減災対
策調査検討業務

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4月13日  -            18,700,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

45 応用地質(株） 2010001034531
令和3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4月14日  -            22,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

46 株式会社ＪＴＢ 8010701012863

令和３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（JTB ×JA 農業労働力支援
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3年4月16日  -             8,155,470  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

47
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

1010001143390

令和３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（‘‘ブロックチェーン技術を活
用した地域と人のつながりの可視化”
による関係人口創出・拡大プラット
フォーム構築事業）

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3年4月16日  -             4,950,000  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

48 Ｕ－Ｂito　ＪＡＰＡＮ株式会社 3330001025282

令和３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（新たな関係人口をマッチン
グする事業「くま４（くまよん）」）

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4月16日  -             7,139,968  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定
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49 VUILD株式会社 4010401135200

令和３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（クリエイター⽀援とモノづくり
で都市と地域間を結ぶ三⾓関係⼈⼝
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3年4月16日  -             6,999,300  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

50
株式会社シーズ総合政策研究
所

7280001000964

令和３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（＜つながりダイバーシティ2.0
＞－自走支援*横展開支援による多様
性を受容するアクティブな関係人口創
出プラットフォーム）

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4月16日  -  8, 019, 000  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

51
一般社団法人つながる地域づ
くり研究所

7260005009203

令和３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（地域と企業が組織で関わる
仕組み『放課後企業クラブ』を通じた
「複層メッシュ型」関係人口の創出・拡
大プロジェクト）

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4月16日  -  6, 993, 800  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

52 ディップ株式会社 6010401050785

令和３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（有期雇用者をターゲットとし
た国境離島地域における関係人口創
出・拡大事業）

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3年4月16日  -             4,758,939  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

53
特定非営利活動法人プラット
フォームあおもり

4420005002466

令和3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（小さなまちで、 「つい、 かか
わり続けたくなる関係人口」とまちの案
内人や地域住民とのつながりを創り出
し続ける、 『中間支援組織とコ ーディ
ネー タ ーを育て継ぐ』挑戦）

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4月16日  -  6, 626, 004  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

54 合同会社巻組 9370303000288

令和３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3年4月16日  -             6,558,200  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

55
特定非営利活動法人持続可能
な環境共生林業を実現する自
伐型林業推進協会

7011105006395

令和3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（持続的な森林経営と地域産
業の兼業化による生業（なりわい）の創
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3年4月16日  -  8, 046, 500  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

56 十勝シティデザイン株式会社 4460101005600

令和３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（「リゾベーション型地域滞在」
に基づく関係人口創出・拡大を目指す
「都市圏起点＋コミュニティホテル仮設
型」中間支援モデル構築に係る調査・
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3年4月16日  -             9,020,550  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定
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57
公益社団法人中越防災安全推
進機構

5110005012504

令和3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（地域に根差した住民主体の
関係人口創出のスキーム構築～地域・
行政・中間支援組織の三位 体の推連
体制づくり～）

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3年4月16日  -             7,019,996  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

58
一般社団法人熱意ある地方創
生ベンチャー連合

6011005006645

令和3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（ベンチャ ー企業と地域
との協業事業「ワーケーションXスキル
アップ」プログラムの創出）

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3年4月16日  -  9, 546, 900  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

59 一般社団法人熱中学園 6010405017533

令和3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（持続可能性の為の広域
展開変革プロジェクト）

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4月16日  -  8, 208, 398  -
随意契約（企

画競争）
令和４年３月以降公表予定

60 (株)サイエンスクラフト 1210001011627
日本版ICS等に関する基礎的調査・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4月19日  -             4,576,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

61
株式会社マーケティング・コミュ
ニケーションズ

7013301046910
学生の就職・採用活動開始時期等に関
する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月23日  -             5,201,394  -
一般競争

（総合評価）
令和4年4月頃

62
公益財団法人　流通経済研究
所

2010005019116
令和３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
荻堂　信代

令和3年4月23日  -            38,365,316 - 企画競争 部内資料として活用

63

令和３年度沖縄次世代都市交
通システム導入に関する調査
検討業務中央建設コンサルタ
ント・道路新産業開発機構設計
共同体

6360001008959
令和３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
荻堂　信代

令和3年4月26日  -            11,440,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

64
一般財団法人日本開発構想研
究所

2010405000906
地方へのサテライトキャンパス設置等
に向けたマッチングのための調査・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3年4月27日  -             8,690,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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65 応用地質(株） 2010001034531
令和３年度南海トラフの巨大地震に関
する地震動・津波の調査・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4月28日  -            66,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

66 株式会社パソナ 1010001067359
令和３年度地方創生テレワーク推進に
かかる調査・情報提供支援等事業

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3年4月28日  -          149,820,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月以降公表予定

67 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
のマッチング会支援業務

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4月28日  -             8,647,892  -
一般競争

（総合評価）
公表時期：2022年1月以降年
度内

68
株式会社エヌ・ティ・ティデータ
経営研究所

1010001143390
FATF勧告の遵守に向けたNPOに関す
る取組の海外事例調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年4月28日  -             2,200,000 - 一般競争 部局内資料として活用

69 株式会社野村総合研究所 4010001054032
令和３年度 医療等情報の利活用に関
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3年5月6日  -            38,500,000  -
一般競争

（総合評価）
部局内資料として活用

70

大学・研究開発法人等の外部
資金・寄付金獲得の見える化
に関する調査共同体
代表者　株式会社野村総合研
究所

4010001054032
大学・研究開発法人等の外部資金・寄
付金獲得の見える化に関する調査

支出負担行為担当官
科学技術・イノベーション推進事務
局統括官
柳　孝

令和3年5月7日  -            74,974,322  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

71 ＲＹＵＫＹＵ１４２９（株） 5360001027043
令和３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
荻堂　信代

令和3年5月10日  -            27,500,000 - 企画競争 部内資料として活用

72 (株)Ｂｌｕｅｓｈｉｐ沖縄 8011801027355
令和３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
荻堂　信代

令和3年5月10日  -            20,000,000 - 企画競争 部内資料として活用
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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３年度第１四半期分）

73 (株)萌す 4360001019363
令和３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
荻堂　信代

令和3年5月10日  -            14,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

74 (株)テー・オー・ダブリュー 3010401029287
令和３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
荻堂　信代

令和3年5月10日  -            33,499,871 - 企画競争 部内資料として活用

75 (株)新垣通商 9360001015770
令和３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
荻堂　信代

令和3年5月10日  -            10,000,000 - 企画競争 部内資料として活用

76
デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

7010001088960 ＥＢＰＭ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5月11日  -            11,000,000  -
一般競争

（総合評価）
未定

77
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
令和３年度結婚支援ボランティア等育
成モデルプログラム開発調査

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5月11日  -             7,865,000  -
一般競争

（総合評価）
令和4年1月以降公表予定

78
株式会社日本アプライドリサー
チ研究所

6010001009455
令和３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3年5月13日  -             8,524,670  -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

79
株式会社マーケティング・コミュ
ニケーションズ

1120001089598
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3年5月14日  -             8,700,868 -
一般競争

（総合評価）
令和4年1月以降公表予定

80
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
令和3年度 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3年5月18日  -            90,009,999  -
一般競争

（総合評価）

調査報告書

http://www.uchuriyo.space/
model/
令和４年３月末公表予定
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委託調査費の支出状況（令和３年度第１四半期分）

81 日本アイ・ビー・エム株式会社 1010001128061
「公金受取口座登録法案」及び「預貯
金口座個人番号利用申出法案」の業
務及びシステムに係る調査研究一式

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5月19日  -            76,450,000  -
一般競争

（総合評価）
部局内資料として活用

82
株式会社三菱総合研究所

6010001030403
戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）次期ＳＩＰの課題候補調査業務

支出負担行為担当官
科学技術・イノベーション推進事務
局統括官
柳　孝

令和3年5月24日  -          132,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

83
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

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
増島　稔

令和3年5月26日  -             6,930,000  -
一般競争

（総合評価）

内部資料として活用。また、
R4年春頃目途でESRIウェブ
ページに公表予定。
https://www.esri.cao.go.jp/j
p/esri/prj/hou/houkoku.htm
l

84 日本工営（株） 2010001016851
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3年5月28日  -            23,100,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

85 大成建設株式会社東北支店 4011101011880
令和３年度特定復興再生拠点区域外
における線量低減措置等の効果検証
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3年5月28日  -          297,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

86
ブルームーンパートナーズ株式
会社

5360001018975
令和３年度沖縄地域における知的財産
活用基礎調査事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年5月28日  -             3,839,000  -
一般競争（総

合評価）
部内資料として活用

87 （株）フォンテック 5011301006085
防災推進国民大会2021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3年5月31日  -            36,410,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

88 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
中央省庁の業務継続計画に係るガイド
ラインの改訂及び業務継続計画の評
価のための調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年5月31日  -            14,168,000  -
一般競争

（総合評価）

一部について令和4年4月30
日に公表予定
http://www.bousai.go.jp/tais
aku/chuogyoumukeizoku/ind
ex.html
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89 Pwcコンサルティング 1010401023102
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
科学技術・イノベーション推進事務
局統括官
柳　孝

令和3年5月31日  -            28,600,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

90 株式会社浜銀総合研究所 1020001015795 子供の生活状況調査の分析業務
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3年6月1日  -             3,894,000  -
一般競争

（総合評価）

令和３年１０月頃公表予定
https://www8.cao.go.jp/kod
omonohinkon/index.html

91 株式会社マイナビ 3010001029968
地方公共団体を核とした地方創生イン
ターンシップの推進に関する調査・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3年6月4日  -            17,380,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

92
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
配偶者暴力加害者プログラムに関する
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3年6月4日  -            12,100,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月公表予定

93
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

4010401058533
令和３年度DV相談プラス事業における
相談支援の分析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
金子　昇一

令和3年6月4日  -             9,999,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月公表予定

94
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6月9日  -             3,355,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

95 株式会社富士通総研 8010401050783
令和３年度国際共同研究「コロナ危機
とポストコロナの経済社会に関する研
究」

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3年6月10日  -            29,150,000  -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

96 一般財団法人　日本規格協会 9010405010460
令和3年度災害対応業務標準化の推
進に関する国際標準化事業の実施に
関する検討・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3年6月11日  -             4,960,930  - 一般競争 部内資料として活用
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97 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

地方自治体における業務プロセス・情
報システム（子ども・子育て支援、児童
手当）の標準仕様書案作成に関する調
査研究

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3年6月14日  -            46,200,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

98
株式会社YMFG ZONE プラニン
グ

3250001015465

令和３年度　愛媛県域における広域型
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・運
営及び新居浜市における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3年6月18日  -             5,500,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

99 株式会社日本経済研究所 6010001032853
令和３年度　群馬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3年6月18日  -             7,095,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

100 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和３年度 秋田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3年6月18日  -             6,380,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

101
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
令和3年度 宇宙関連新産業・新サービ
ス創出の促進に係る調査（スペース・
ニューエコノミー創造ネットワーク）

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6月18日  -            27,762,532  -
一般競争

（総合評価）

調査報告書

https://s-net.space/
令和４年３月末公表予定

102 沖縄県農業研究センター 1000020470007
令和３年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理実態調査）委託事
業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年6月21日  -                509,000  -
随意契約
（少額）

部内資料として活用

103 （株）総合防災ソリューション 4010001013707
大規模災害時における自衛隊艦艇等
を活用した災害医療活動に係る調査等
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6月25日  -            59,994,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用予定

104 株式会社野村総合研究所 4010001054032
社会資本ストックの推計手法等検討調
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3年6月25日  -            12,100,000  -
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。
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105 株式会社エス・アール・シー 8010401004483
グリーンGDPなど環境要因を考慮した
統計・指標の整備についての調査研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所
増島　稔

令和3年6月28日  -             9,053,000  -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

106 株式会社インテージリサーチ 6012701004917
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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子昇一

令和3年6月28日  -             4,290,000 - 一般競争 部局内資料として活用

107
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
新型コロナウイルス感染症による宿泊
施設への影響に関する調査・研究

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所
増島　稔

令和3年6月29日  -             4,510,000  -
一般競争

（総合評価）

2021年度内に成果物の一部
を論文として公表予定。
https://www.esri.cao.go.jp/j
p/esri/archive/menu.html

108
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3年6月30日  -            19,250,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用予定

109 株式会社日本経済研究所 6010001032853

令和３年度　茨城県行方市及び千葉県
八街市における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3年6月30日  -             9,350,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

110
 八千代エンジニヤリング株式
会社

2011101037696

令和３年度　長野県諏訪市及び愛知県
豊明市における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3年6月30日  -             7,480,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/
shien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

111
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
令和３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3年6月30日  -            19,250,000  -
一般競争

（総合評価）
令和4年4月以降公表予定
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