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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 株式会社イー・ウーマン 1010401040543
諸外国の経済分野における女性比率
の向上に係るクオータ制等の制度・施
策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
山本　元一

令和4年1月11日  -             3,283,500  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

2
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
令和３年度避難所における新型コロナ
ウイルス感染症対策検証等に係る調
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
山本　元一

令和4年1月12日  -            10,890,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
地方都市における「イノベーション地
区」形成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
山本　元一

令和4年1月12日  -             3,700,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

4 （株）アットグローバル 3010501025764
ドイツ及びイタリアにおける災害ボラン
ティアの日本との比較に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月13日  -             7,038,900  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5 有限会社ＣＲ－ＡＳＳＩＳＴ 7120002060338
令和３年度災害ケースマネジメントに関
する取組事例調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月14日  -             4,994,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

6 （株）三菱ケミカルリサーチ 5010001022137
令和３年度グローバルバイオコミュニ
ティ候補地域（東京圏）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4年1月14日  -             1,108,800 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

7 （株）三菱ケミカルリサーチ 5010001022137
令和３年度グローバルバイオコミュニ
ティ候補地域（関西圏）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4年1月14日  -             1,108,800 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

8
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
知財創造教育の普及・実践の推進を担
う学校・教員の選定に向けた調査研究
の実施

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月17日  -             6,299,700  -
一般競争

（総合評価）
2022年度第一四半期中に公
表予定

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（令和3年度第4四半期分）
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9 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
令和３年度端島３０号棟の劣化による
影響に関する調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月18日  -            23,540,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

10
一般財団法人宇宙システム開
発利用推進機構

2010405010640
衛星リモートセンシング記録の適正な
取扱いの確保に関する法律の執行に
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
山本　元一

令和4年1月18日  -             9,581,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

11 （株）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課題選定及びフィージビ
リティスタディ実施に関する調査業務

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
米田　健三

令和4年1月19日  -            44,000,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

12 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
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4年1月20日  -             6,483,713  -
一般競争

（総合評価）
令和４年度4月公表

13 株式会社価値総合研究所    3,010,401,037,091
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
山本　元一

令和4年1月24日  -             8,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14 （株）サーベイリサーチセンター 6011501006529
コロナ禍の生活環境と行動変容に関す
る調査研究（Well-being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4年1月24日  -             5,665,000  -
一般競争

（総合評価）
内部資料として活用

15 株式会社ＪＴＢ総合研究所 9010001074645
特定有人国境離島地域のうち小規模
離島地域における雇用機会の拡充に
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
山本　元一

令和4年1月25日  -             6,955,960 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

16 株式会社帝国データバンク 7010401018377
カーボン・ニュートラルが企業活動に及
ぼす影響

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月26日  -             9,350,000 -
一般競争

（総合評価）
令和４年度年次経済財政報
告（令和４年夏頃公表予定）
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17 株式会社ジック 6020001010016
消費動向調査の改善に関する調査研
究（令和３年度）

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4年1月26日  -                858,000  - 一般競争 内部資料として活用

18
グローバル測位サービス株式
会社

6010001184315
令和３年度 センチメータ級技術実証用
補正情報の生成及び配信にかかる性
能調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年1月28日  -             4,950,000  - 一般競争 部内資料として活用

19 （株）アットグローバル 3010501025764
令和３年度　バイオ分野の研究成果の
知財管理等に関する調査

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4年1月30日  -             5,082,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

20 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
令和３年度 次世代医療基盤法に係る
広報に関する検討等事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月4日  -             8,800,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21
一般社団法人データ社会推進
協議会

4011005007414
スーパーシティのデータ連携等に関す
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
山本　元一

令和4年2月4日  -          259,547,295  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

22 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
令和３年度「リアルタイムデータを活用
した経済動向分析（家計簿アプリデータ
活用）」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月8日  -            59,950,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

23 PwCコンサルティング合同会社 1010401023102
経営デザインシートの普及啓発に向け
た戦略及び標準的なツール策定の実
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
山本　元一

令和4年2月15日  -            11,550,000  -
一般競争

（総合評価）
2022年度第一四半期中に公
表予定

24
ＰｗＣコンサルティング合同会
社

1010401023102
休眠預金を活用した出資・貸付に関す
る先行事例調査（第2弾）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月17日  -             3,300,000  -
一般競争

（総合評価）
2022年６末以降公表予定
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25 バーズ・ビュー株式会社 3010001149650

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（町民がワクワクしながら生活できる環
境を提供する未来型シティの創出）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            48,635,582  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

26 清水建設株式会社 1010401013565

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（加賀市医療センターにおける建物OS
「DX-Core」とロボット統合制御サービスの
実証）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            46,310,000  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

27
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社

7010001064648

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（けいはんなスーパーシティ　モバイル
位置データ×デジタルツイン実証事業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,993,000  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

28 ソフトバンク株式会社 9010401052465

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（薬局/薬剤師の新たな役割とデジタル
トランスフォーメーションに関する調査検証
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
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,968,646  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

29 森ビル株式会社 1010401029669

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（3DマップとIoTデバイスのデータ連携
を用いた「災害対応行政支援システム」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
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,982,000  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

30
デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

7010001088960

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（デジタル避難スイッチによる市民の防
災意識の向上および避難支援事業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,984,970  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

31 国立大学法人筑波大学 5050005005266

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（先端的移動サービスにおける病院内
パーソナルモビリティの自動走行に係る3D
デジタルマップの整備に関する実証調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -             6,422,570  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

32 旭化成株式会社 5120001059606

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（『「知力・体力・人間力を育む世界一の
教育の実現」及び「マイカー卒業社会の構
築」』に向けたローカル５G無線通信規格を
中心とした高信頼通信サービス及び公私協
働型ICT教育サービス実証～デジタル田園
都市国家構想実現に向けた地方のDX加速

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,686,100  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用
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33 株式会社VISIT東北 9370001039059

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（全ゲノムシーケンス解析によるゲノム
情報関連の規制改革実証調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,973,027  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

34 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（「交通テック× 脳テック」による交通事
故リスク削減に関する調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            15,000,000  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

35 ＫＤＤＩ株式会社 9011101031552

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（中部国際空港及び空港周辺における
緊急支援物資輸送の実証調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,951,200  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

36 株式会社ゼンリン 5290801002046

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（位置情報基盤を活用した空間ID管理
による「東田・デジタルツイン」実証事業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,988,241  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

37 株式会社ウフル 7010401095879

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（住民の安心・安全確保に向けた迅速
な災害状況把握・情報提供サービスの運用
検証）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,499,999  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

38
株式会社日本能率協会総合研
究所

5010401023057

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（中山間地域内限定の移動手段の確
保）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,964,529  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

39 大日本印刷株式会社 5011101012069

スーパーシティ構想の実現に向けた先
端的サービスの開発・構築等に関する
実証調査業務（行政区を横断する６町
広域連携の地域ポータルサイト構築及
び行政手続きオンライン化のための事
前調査事業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,875,161  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

40 中部電力株式会社 3180001017428

スーパーシティ構想の実現に向けた先
端的サービスの開発・構築等に関する
実証調査業務（地域交流拠点におけ
る、先端的技術を活用したバーチャル
災害体験コンテンツの提供による防災
意識啓発と、データを活用した円滑な
災害時要援護者支援訓練の実証・調

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,708,672  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用



－6－

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4四半期分）

41 株式会社ウフル 7010401095879
スーパーシティ構想の実現に向けた先
端的サービスの開発・構築等に関する
実証調査業務（顔パス防災実証調査）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月18日  -            14,998,775  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

42
一般社団法人沖縄市観光物産
振興協会

7360005001967
令和３年度沖縄振興推進調査（沖縄ア
リーナと中心市街地を繋ぐモビリティ
サービスに関する調査・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4年2月18日  -             9,039,837 -
一般競争（総

合評価）

令和4年6月上旬公表予定
・受託事業者WEBサイト
　http://koza.ne.jp/
・沖縄総合事務局WEBサイト

43 アクセンチュア株式会社 7010401001556

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（新型コロナワクチン接種をケースとし
た、都市OS・ヘルスケアデータ連携基盤・
PHR連携を起点とした市民オプトインによる
医療・服薬連携サービスのモデル実証）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月21日  -            24,994,200  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

44 株式会社マクロミル 9010001157227
購買パネルモニターに対するアンケー
ト調査の実施

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年2月25日  -             5,995,000  - 一般競争 部内資料として活用

45
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

4010401058533
「成長と分配の好循環」の実現に向けたマク
ロ計量モデルの構築に関する
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
山本　元一

令和4年2月25日  -            38,247,000  -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

46 株式会社竹中工務店 3120001077469

スーパーシティ構想の実現に向けた先端的
サービスの開発・構築等に関する実証調査
業務（みどりとイノベーションの融合に関す
るデータ連携型先端的サービスの創出の実
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
山本　元一

令和4年2月25日  -            14,960,000  -
随意契約（企

画競争）
部内資料として活用

47 株式会社ＱＵＩＣＫ 4010001015075
RESAS及びV-RESASの普及促進に向
けたポータルサイトに関する調

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
山本　元一

令和4年3月9日  -            44,130,898 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

48
令和３年度サステナブルな観
光コンテンツ強化事業コンソー
シアム

1360001001076

令和３年度サステナブルな観光コンテ
ンツ強化事業「世界レベルで通用する
サステナブルツアー造成における要諦
把握及びその実現に向けて求められる
体制・機能仮説の構築」

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4年3月22日  -            14,999,000 -
随意契約（企

画競争）
令和５年度公表予定（沖縄
総合事務局HP）
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49 （株）ＪＴＢ沖縄 1360001001076
令和３年度サステナブルな観光コンテ
ンツ強化事業「沖縄におけるサステナ
ブルツアーの造成」

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4年3月22日  -             5,000,000 -
随意契約（企

画競争）
令和５年度公表予定（沖縄
総合事務局HP）
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