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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）矢野経済研究所 3011201005528
令和3年度オープンイノベーションの推
進に関する調査

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7月1日  - 24,948,000  -
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年度研修を通じたISUT活用促進
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
金子　昇一

令和3年7月1日  - 7,898,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3 株式会社パソナ 1010001067359
自己宣言・表彰制度の創設による地方
創生テレワークへの関心度調査・分析
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7月2日  - 69,300,000  -
一般競争

（総合評価）
令和4年4月頃を予定

4 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和3年度企業防災力向上のための事
業継続計画（BCP）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3年7月2日  - 24,200,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5
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法人に
関するリスク評価及び周知・広報内容
等の調査業務

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7月5日  - 9,350,000  -
一般競争

（総合評価）
部局内資料として活用

6
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
令和３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3年7月5日  - 19,045,840  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

7
（一財）沖縄ITイノベーション戦
略センター

2360005005840
令和３年度中小企業サイバーセキュリ
ティ対策促進事業(沖縄地域SECUNITY
形成促進事業）

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7月6日  - 4,936,074  -
一般競争

（総合評価）
令和４年度公表予定
（経済産業省HP）

8 アジア航測株式会社 6011101000700
「i-都市再生」技術仕様案の検証及び
普及促進を踏まえた新たな活用可能性
の検討調査

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7月8日  - 27,126,000  -
一般競争

（総合評価）

成果物の一部を公表予定
（それ以外は部内資料として
活用）

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（令和３年度第２四半期分）



－2－

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２四半期分）

9
（株）環境エネルギー総合研究
所

6011801022060

令和３年度　地域経済産業活性化対策
調査（沖縄県内における環境・エネル
ギー分野等のカーボンニュートラルに
関するビジネス実態調査）

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7月9日  - 4,550,371  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月頃公表予定

10
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
者の帰宅行動シミュレーションに関する
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7月9日  - 12,963,500  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

11 株式会社浜銀総合研究所 1020001015795
就職氷河期世代の中途採用及び職場
実習・職場体験等（社会人インターン
シップ）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7月12日  - 6,710,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月以降公表予定

12
公益財団法人原子力安全研究
協会

1010405009411
令和３年度避難退域時検査等における
車両用ゲートモニタによる指定箇所検
査のための測定マニュアルの作成業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
荒木　真一

令和3年7月12日  - 16,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

13 株式会社野村総合研究所 4010001054032

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3年7月15日  - 33,990,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14 三菱重工業株式会社 8010401050387
令和３年度避難退域時検査等に係る
展開・運営マニュアル修正支援業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
荒木　真一

令和3年7月15日  - 5,478,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

15 株式会社東京商工リサーチ 5010001134287
令和３年（2021年）度「人的資本サテラ
イト勘定」等に関する検討作業

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7月15日  - 7,264,653  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月以降公表予定

16
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
非木造住家等の被害認定調査手法の
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3年7月15日  - 7,351,533  -
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
（％）

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２四半期分）

17 （株）ブレーン沖縄 8360001001879
令和３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
荻堂　信代

令和3年7月16日  - 5,000,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月頃公表予定（沖
縄総合事務局HP）

18
株式会社パム・コークリエーショ
ン

5360001016822
令和3年度観光地域動向調査事業
「ワーケーションに関する調査」

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7月16日  - 1,639,999  -
随意契約（企

画競争）
http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/3729

19 （株）ＡＢＥＪＡ 5011001091576
国立大学・研究開発法人等の研究力
の見える化に係るＡＩを活用した研究力
分析高度化の調査業務

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7月20日  - 16,830,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

20
（一財）沖縄県環境科学セン
ター

1360005004075

令和３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
荻堂　信代

令和3年7月20日  - 4,658,472  - 企画競争 部内資料として活用

21 株式会社日本経済研究所 6010001032853

令和３年度　大阪府羽曳野市及び鳥取
県智頭町における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7月21日  - 8,800,000  -
一般競争

（総合評価）

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

22 （株）パスコ 5013201004656
令和３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7月21日  - 14,850,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

23
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　中心市街地活性化に向け
た商業振興方策に関する調査・伴走型
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7月26日  - 8,734,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

24 株式会社価値総合研究所 3010401037091
令和３年度都市再生の推進施策の検
討に係る調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年7月26日  - 7,997,000  -
一般競争

（総合評価）

成果物の一部を公表予定
（それ以外は部内資料として
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
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（％）
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公表時期又は
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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２四半期分）

25 株式会社野村総合研究所 4010001054032
令和３年度「西普天間住宅地区跡地に
おける沖縄健康医療拠点形成に関す
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7月26日  - 49,784,900  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

26
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「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3年7月27日  - 46,048,719  -
一般競争

（総合評価）
令和4年4月以降公表予定

27 株式会社日本経済研究所 4010701026082 「沖縄力発見創造事業」に係る調査等
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3年7月28日  - 29,234,609  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28 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3年7月28日  - 55,000,000  -
一般競争

（総合評価）

令和４年４月以降公表予定
https://www.chisou.go.jp/so
usei/about/kouhukin/index.
html

29 一般社団法人新情報センター 1011005000041
令和３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3年7月29日  - 35,200,000  - 一般競争

速報：令和４年２月公表予定
概要・報告書：令和４年３月
公表予定
https://www8.cao.go.jp/yout
h/youth-harm/chousa/net-
jittai_list.html

30
(株)日本アプライドリサーチ研
究所

6010001009455
2021年度経済活動別生産性の推計に
向けた労働サービス投入に係る精度向
上に関する研究

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7月30日  - 8,955,320  -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

31 (株)野村総合研究所 4010001054032
令和３年度　ＳＢＩＲ制度の運用のあり
方に関する調査

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8月4日  - 31,680,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

32 (株)協和エクシオ 3011001031955
官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲ
ＩＳＭ）政府機関のＡＩ活用促進手法調査

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8月5日  - 16,830,000  -
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２四半期分）

33 Edelman　Ｊapan株式会社 2010401056670
令和３年度国際広報に関する調査及び
評価等業務

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8月6日  - 41,354,403  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

34 株式会社ＪＴＢ 8010701012863
特定有人国境離島地域におけるクーポ
ン電子化に係る調査業務

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3年8月6日  - 48,000,886  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

35 株式会社日本総合研究所 4010701026082
令和3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
金子　昇一

令和3年8月6日  - 29,711,321  -
一般競争

（総合評価）

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

36
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
令和３年度　ＳＴＩ　ｆｏｒ　ＳＤＧｓプラット
フォーム構築に向けた調査・分析

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8月11日  - 27,500,000  -
一般競争

（総合評価）
令和4年度第1四半期公表予
定

37
株式会社オリエンタルコンサル
タンツ

4011001005165

沖縄の公共交通施策立案等に資する
データ収集と一元化に関する調査及び
ＳＤＧｓ実現に向けての公共交通利用
促進調査

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8月12日  - 4,400,000  -
一般競争（総

合評価）
令和４年6月頃公表予定（沖
縄総合事務局HP）

38
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ沖縄支社

4011001005165
感染防止対策及び快適性向上による
バス利用の促進のための実証調査事
業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年8月18日  - 13,860,000  -
一般競争

（総合評価）

http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/009963

公表予定日：R4.3

39
ＥＹストラテジー・アンド・コンサ
ルティング（株）

6010001107003
令和３年度沖縄振興推進調査「データ
利活用型観光振興モデルに係る調査」

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8月23日  - 6,996,000  - 企画競争

http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/3729

公表予定日：R4.3

40 昭和株式会社 6011501002206
令和3年度「今後の跡地利用施策展開
方策検討調査」

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8月24日  - 9,900,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/3729%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/3729%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/3729%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/3729%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
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41 株式会社ＳＥＬＣ 7021001047229
アメリカ合衆国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
金子　昇一

令和3年8月24日  - 3,269,970  - 一般競争

令和４年３月公表予定
https://www8.cao.go.jp/yout
h/kankyou/internet_torikumi
/tyousa.html

42
株式会社日本能率協会総合研
究所

5010401023057
特定有人国境離島地域における生活
物資の調達に係る実態調査業務

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8月25日  - 4,697,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

43
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　ＰＰＰ/ＰＦＩの事業規模およ
び推進施策に関する調査・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8月26日  - 8,800,000  -
一般競争

（総合評価）

R4年4月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/i
inkai/kaisai/keikaku/keikaku
_list.html
（PFI推進委員会・部会資料
等として使用・公表予定）

44 株式会社Ｒit 1030001098352
「子供・若者社会参画推進事業」（旧
「青少年意見募集事業」）にかかるウェ
ブによる意見募集の分析等

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年8月26日  - 3,350,270  - 一般競争
令和３年12月以降随時公表
https://www8.cao.go.jp/yout
h/youth-opinion/index.html

45 （株）ブレーン沖縄 8360001001879
令和３年度沖縄地域における水素・燃
料電池等活用による再生可能エネル
ギー普及拡大に向けた広報事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年8月27日  - 4,600,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月頃公表予定（沖
縄総合事務局HP）

46
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３年度　ＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況・
推進施策等に関する調査・検討業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年8月30日  - 10,450,000  -
一般競争

（総合評価）

R3年12月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/pfi/i
inkai/kaisai/jigyou_s/jigyou_s
_list.html
（PFI推進委員会・部会資料
等として使用・公表予定）

47 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

令和３年度 福井県若狭町・奈良県広
陵町におけるPPP/PFI手法優先的検
討規程策定・運用に関する調査検討支
援及び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8月31日  - 7,150,000  -
一般競争

（総合評価）

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

48 株式会社富士通総研 8010401050783
令和３年度 高齢者の交通安全対策に
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8月31日  - 7,447,000  - 一般競争
令和４年４月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/kout
u/chou-ken/index-c.html
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49
一般財団法人関西情報セン
ター

5120005015290
地区防災計画による津波等の災害に
関する共助意識の向上のための調査・
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8月31日  - 16,605,910  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

50 株式会社政策基礎研究所 7010001134351
化学物質のリスク評価における不確実
係数の設定に関する調査

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
鋤柄 卓夫

令和3年9月1日  - 9,526,000  -
一般競争

（総合評価）

"令和4年6月末頃予定
https://www.fsc.go.jp/chous
a/sougouchousa/chousa_ka
dai.html"

51 株式会社日本総合研究所 4010701026082
野生動物由来の食肉中のハザードに
関する調査（文献調査）

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
鋤柄 卓夫

令和3年9月3日  - 5,502,891  -
一般競争

（総合評価）

"令和4年6月末頃予定
https://www.fsc.go.jp/chous
a/sougouchousa/chousa_ka
dai.html"

52 （株）おきぎん経済研究所 6360001004909
令和３年度沖縄振興推進調査（沖縄県
内食品製造業における労働生産性向
上に関する調査）

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9月3日  - 11,876,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年４月頃公表予定

53 株式会社船井総合研究所 5120001180782

東京圏の大学等の地方へのサテライト
キャンパス設置等に向けた地方公共団
体向けポイント集の作成のための調
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3年9月6日  - 3,850,000  -
一般競争

（総合評価）

電子ファイル
（https://www.chisou.go.jp/s
ousei/about/satellite-
campus/index.html
令和４年３月末公表予定）

54 株式会社野村総合研究所 4010001054032
新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金の効果検証及び効果促
進に関する調査業務

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9月6日  - 53,328,000  -
一般競争

（総合評価）

報告書
成果物納品：令和４年３月
公表予定時期：令和４年６月

55 （株）ケー・シー・エス沖縄支社 3011101040658
令和3年度 沖縄振興推進調査 「沖縄
本島における幹線バス路線網のあり方
に係る調査事業」

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
荻堂　信代

令和3年9月7日  - 7,385,114  -
一般競争

（総合評価）

http://www.ogb.go.jp/unyu/
3729/009963

公表予定日：R4.3

56 株式会社日本総合研究所 4010701026082
地方創生人材支援制度に係る調査・派
遣者支援事業

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9月8日  - 12,672,438  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
http://www.ogb.go.jp/unyu/3729/009963%E5%85%AC%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%EF%BC%9AR4.3
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57 株式会社サイエンスクラフト 1210001011627
令和3年度地域の防災活動における女
性リーダーに関する実践的調査研究業
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9月10日  - 6,798,000  -
一般競争

（総合評価）
令和４年５月公表予定

58

令和３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

5011105004806
令和３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
荻堂　信代

令和3年9月10日  - 24,872,269  -
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

59
一般財団法人関西情報セン
ター

5120005015290
地区防災計画支援人材発掘等に係る
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3年9月10日  - 9,935,552  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

60 応用地質（株） 2010001034531
令和3年度防災分野における海外協力
及び関係技術・ノウハウ等の海外展開
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3年9月15日  - 14,850,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

61 株式会社日建設計総合研究所 7010001007490 スマートシティ評価指標の調査業務
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9月17日  - 8,965,000  -
一般競争

（総合評価）
部局内資料として活用

62
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ(株)

7010001012532
令和３年度　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
科学技術・イノベーション推進事務
局統括官
米田　健三

令和3年9月17日  - 9,075,000  -
一般競争

（総合評価）
令和4年度4月公表予定

63 株式会社千代田テクノル 7010001004851
令和３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
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
荒木　真一

令和3年9月17日  - 7,788,000  - 一般競争 部内資料として活用

64 ワシントンコアL.L.C.
令和３年度原子力防災に関する海外
調査

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9月17日  - 13,969,780  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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65
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
女子生徒等の理工系分野への進路選
択における地域性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3年9月22日  - 7,160,123  -
一般競争

（総合評価）
令和４年３月公表予定

66
特定非営利活動法人映像産業
振興機構

2010005008721
外国映像作品ロケーション誘致に係る
経済効果フォローアップ検証調査

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9月22日  - 4,849,999  -
一般競争

（総合評価）
2022.3月末

67 （株）エーフォース 2010001155749
地方公共団体における自然災害から
の復旧・復興対策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
金子　昇一

令和3年9月22日  - 6,939,900  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

68
国立研究開発法人海洋研究開
発機構

7021005008268
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万
博）における海洋分野の取組に係る効
果的な発信に関する調査

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9月24日  - 3,634,202  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

69
特定非営利活動法人映像産業
振興機構

2010005008721
アフターコロナに向けた外国映像作品
ロケーション誘致に関する実証調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年9月24日  - 170,000,000  -
一般競争

（総合評価）
2022.3月末

70
株式会社日本アプライドリサー
チ研究所

6010001009455
令和３年度地域再生計画の評価等に
関する調査・集計分析等業務

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3年9月24日  - 8,217,000  -
一般競争

（総合評価）

結果報告書
URL:https://www.chisou.go.j
p/tiiki/tiikisaisei/siryou.html
公表予定時期：令和４年３月
中

71
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
海外宇宙市場開拓の推進に関する調
査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
金子　昇一

令和3年9月27日  - 30,800,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

72 凸版印刷株式会社 7010501016231
小学生等の子どもの安全を確保する効
果的な啓発効果調査

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9月28日  - 9,130,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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73
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング(株)

3010401011971
国立研究開発法人によるイノベーショ
ンシステム構築に関する調査

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
米田　健三

令和3年9月28日  - 6,025,195  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

74
株式会社価値総合研究所

3010401037091

官民研究開発投資拡大プログラム
（PRISM）「革新的建設・インフラ維持管
理技術／革新的防災・減災技術」領域
連携型インフラデータプラットフォーム
実装に向けた調査

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
米田　健三

令和3年9月30日  - 44,550,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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