委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

落札率
（％）

成果物（URL及び
公表時期又は
公表予定時期）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

契約締結日

予定価格（円）

1

一般財団法人計量計画研究所
東京都新宿区市谷本村町２番
９号

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・
自動走行システム「自動走行システムの実
現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
する調査・検討における世界標準のアクセシ
ビリティーを目指す市民参加型の混雑・渋滞
予測に係る調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月3日

非公表

23,436,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

2

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・ 支出負担行為担当官
豊田通商株式会社
自動走行システム「自動走行システムの実
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
愛知県名古屋市中村区名駅４ 現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
ベーション担当） 山脇 良雄
する調査・検討における公共交通の乗車時
丁目9-8
東京都千代田区永田町１－６－１
間短縮に係る調査検討」

平成28年10月3日

非公表

29,376,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

3

株式会社ジェイテクト
東京都中央区銀座７－１１－１
５

平成28年10月4日

非公表

39,744,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

4

支出負担行為担当官
株式会社 産学連携機構九州 平成28年度 佐世保市域における
内閣府大臣官房会計担当参事官
福岡県福岡市早良区百道浜３ PPP/PFI地域プラットフォーム形成に関
横内 憲二
－８－３４
する調査検討支援業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月4日

非公表

7,992,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

5

（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２
－１

支出負担行為担当官
平成28年度 滋賀県域における
内閣府大臣官房会計担当参事官
PPP/PFI地域プラットフォーム形成に関
横内 憲二
する調査検討支援業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月4日

非公表

8,100,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

6

（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２
－１

支出負担行為担当官
平成28年度 盛岡市域における
内閣府大臣官房会計担当参事官
PPP/PFI地域プラットフォーム形成に関
横内 憲二
する調査検討支援業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月4日

非公表

7,884,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

7

（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２
－１

支出負担行為担当官
平成28年度 富山市域における
内閣府大臣官房会計担当参事官
PPP/PFI地域プラットフォーム形成に関
横内 憲二
する調査検討支援業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月4日

非公表

7,560,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・
自動走行システム「自動走行システムの実
現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
する調査・検討における次世代都市交通シ
ステム正着制御に係るアクチュエータ及び
制御技術に関する調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

－1－

契約金額（円）

契約の形態

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約締結日

予定価格（円）

支出負担行為担当官
平成28年度 福井県域における
内閣府大臣官房会計担当参事官
PPP/PFI地域プラットフォーム形成に関
横内 憲二
する調査検討支援業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月4日

非公表

平成28年10月5日

委託調査の名称・概要

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）

8

（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２
－１

9

株式会社サーベイリサーチセン
消費者マインド把握のためのビッグ
ター
データ構築及びオンライン調査導入等
東京都荒川区西日暮里2-40に関する検討業務
10

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

10

（株）博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

地域における北方領土問題啓発事業
の在り方等調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月5日

非公表

18,036,000

―

11

株式会社アドスタッフ博報堂
那覇市久茂地３－１７－５

沖縄経済データ等に関する調査解析
（働く女性に関する意識調査）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
山谷 英之
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

平成28年10月6日

非公表

756,000

―

一般

平成29年2月公表

12

株式会社サーベイリサーチセン
ター
民間企業投資・除却調査の実査業務
東京都荒川区西日暮里2-4010

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月7日

非公表

42,660,000

―

一般

H29年9月頃公表予定

13

支出負担行為担当官
みずほ情報総研（株）
平成２８年度子供の貧困に関する新た 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区神田錦町２－
な指標の開発に向けた調査研究
横内 憲二
３
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月7日

非公表

21,621,600

―

14

楽天リサーチ（株）
地域活動における男女共同参画の推
東京都世田谷区玉川１－１４－
進に関する実践的調査研究業務
１

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月7日

非公表

2,875,824

―

一般

平成29年4月以降公表予定
URL未定（内閣府男女共同
参画局HP内に掲載予定）

15

支出負担行為担当官
株式会社 ディー・エヌ・エー
公道における自動走行に関する調査等 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都渋谷区渋谷２－２１－１ 業務
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月11日

非公表

2,700,000

―

一般

部内資料として活用

－2－

8,819,280

7,560,000

―

7,884,000

89.40

一般（総合） 部内資料として活用

一般

部内資料として活用

平成２９年４月頃公表予定
ＵＲＬ：
一般（総合）
http://www8.cao.go.jp/hopp
o/shiryou/chousa.html

一般（総合） 公表予定（時期未定）

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

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）

16

戦略的イノベーション創造プログラム
支出負担行為担当官
株式会社三菱総合研究所
（ＳＩＰ）革新的構造材料・革新的燃焼技 内閣府政策統括官（科学技術・イノ
東京都千代田区永田町２－１０
術「計算機支援による材料と燃焼技術 ベーション担当） 山脇 良雄
－３
開発の知財戦略に関する調査」
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月13日

非公表

19,440,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

17

株式会社サーベイリサーチセン
ター
企業行動に関するアンケート調査（平
東京都荒川区西日暮里2-40- 成28年度）業務
10

平成28年10月13日

非公表

18,684,000

―

一般（総合） H29年3月頃公表予定

18

支出負担行為担当官
国立研究開発法人 日本原子
平成28年度一時退避施設等の放射線
内閣府政策統括官（原子力防災担
力研究開発機構
防護対策に係る技術的知見の整備事
当）平井 興宣
茨城県那珂郡東海村大字舟石
業
東京都千代田区永田町１－６－１
川765番地1

平成28年10月13日

非公表

41,079,708

―

一般（総合）

-

19

支出負担行為担当官
株式会社三菱総合研究所
平成28年度原子力防災に関する海外
内閣府政策統括官（原子力防災担
東京都千代田区永田町二丁目 調査（海外における原子力防災の動向
当）平井 興宣
10番3号
調査）
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月13日

非公表

18,900,000

―

一般（総合）
（単）

-

20

株式会社日経リサーチ
東京都千代田区内神田2-2-1

17,280,000

96.76

一般（総合） 部内資料として活用

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
マクロ経済政策に関する認識とその背 内閣府経済社会総合研究所次長
景に関する調査研究
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月14日

21

（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０ クールジャパン拠点連携実証調査
－３

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月14日

非公表

122,040,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

22

パシフィックコンサルタンツ（株）
平成２８年度 「今後の跡地利用施策
首都圏本社
東京都千代田区神田錦町３－ 展開方策検討調査」
２２

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月14日

非公表

12,418,920

―

一般（総合） 部内資料として活用予定

23

支出負担行為担当官
国立研究開発法人 日本原子
平成28年度緊急時対応要員トレーニン 内閣府政策統括官（原子力防災担
力研究開発機構
当）平井 興宣
茨城県那珂郡東海村大字舟石 グプログラム（仮称）の整備事業
川765番地1
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月17日

非公表

7,785,574

―

一般（総合）
（単）

－3－

17,857,800

-

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

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）

24

（株）三菱化学テクノリサーチ
東京都新宿区左門町１６－１

支出負担行為担当官
平成２８年度 地域再生計画の評価等 内閣府大臣官房会計担当参事官
に関する調査・集計分析等
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月17日

非公表

5,184,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

25

支出負担行為担当官
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
社会的インパクト評価の普及促進に係 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都中央区銀座８－２１－１
る調査
横内 憲二
住友不動産汐留浜離宮ビル
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月18日

非公表

12,212,640

―

一般（総合）

26

（株）三菱総合研究所
宇宙分野の調達制度の在り方の検討
東京都千代田区永田町２－１０ に向けた国内外の調達制度に関する
－３
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
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月19日

非公表

10,584,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

27

（株）日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２
－１

支出負担行為担当官
平成２８年度 ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラット 内閣府大臣官房会計担当参事官
フォームの運用に関する調査検討業務 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月19日

非公表

7,560,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

28

支出負担行為担当官
株式会社 エイト日本技術開発 大規模地震時における物資・人員の受
内閣府大臣官房会計担当参事官
岡山県岡山市北区津島京町３ 援等に係る業務モデルに関する調査検
横内 憲二
－１－２１
討業務
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月20日

非公表

12,744,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

29

日立製作所・ナビタイムジャパ
ン・ゼンリンコンソーシアム代表
構成員
株式会社日立製作所
東京都豊島区東池袋４丁目５
番２号 ライズアリーナビル

平成28年10月21日

非公表

58,320,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

30

支出負担行為担当官
パシフィックコンサルタンツ（株）
平成２８年度「沖縄における鉄軌道をは
内閣府大臣官房会計担当参事官
首都圏本社
じめとする新たな公共交通システム導
横内 憲二
東京都千代田区神田錦町３－
入課題詳細調査」
東京都千代田区永田町１－６－１
２２

平成28年10月21日

非公表

65,880,000

―

一般（総合） 平成29年3月以降公表予定

31

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）
東京都港区虎ノ門５－１１－２

支出負担行為担当官
平成２８年度被災者生活再建支援法関 内閣府大臣官房会計担当参事官
連調査
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月21日

非公表

9,828,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・
自動走行システム「自動走行システムの実
現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
する調査・検討における歩行者移動支援シ
ステムの共通基盤研究に係る調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

－4－

平成29年5月頃
公表予定

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

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）

32

支出負担行為担当官
（株）三菱総合研究所
交通事故の被害・損失の経済的分析に 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町２－１０
関する調査
横内 憲二
－３
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月24日

非公表

17,604,000

―

平成29年4月以降公表予定
一般（総合） http://www8.cao.go.jp/koutu
/chou-ken/index-c.html

33

分任支出負担行為担当官
エム・アール・アイ リサーチアソ
原材料に着目して料理を品目に細分化
内閣府食品安全委員会事務局長
シエイツ株式会社
する手法等に関する諸外国の実態調
川島 俊郎
東京都千代田区内神田一丁目
査
東京都港区赤坂5-2-20
13番1号

平成28年10月27日

非公表

10,800,000

―

平成29年4月以降公表予定
一般（総合） http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey/list

34

分任支出負担行為担当官
一般財団法人化学物質評価研
次世代シークエンサーの活用状況等に 内閣府食品安全委員会事務局長
究機構
関する調査
川島 俊郎
東京都文京区後楽1-4-25
東京都港区赤坂5-2-20

平成28年10月27日

非公表

8,208,000

―

平成29年4月以降公表予定
一般（総合） http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey/list

35

一般社団法人 新情報センター
低年齢層の子供のインターネット利用
東京都渋谷区恵比寿１－１９－
環境実態調査
１５

36

株式会社 ナビット
東京都千代田区九段南１－５
－５

37

株式会社コーポレイトディレク
ション
平成２８年度「国内外新技術ニーズ動
東京都品川区東品川２－２－４ 向等調査業務」
天王洲ファーストタワー２３階

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年10月28日

非公表

8,424,000

―

一般

平成29年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/youth-harm/chousa/netjittai_child.html

支出負担行為担当官
障害を理由とする差別の解消の推進に
内閣府大臣官房会計担当参事官
関する法律に係る裁判例に関する調査
横内 憲二
（平成２８年度）
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月1日

非公表

2,153,520

―

一般

平成29年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/shou
gai/suishin/tyosa.html

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月7日

非公表

28,159,380

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

38

セントラルコンサルタント株式会
都市構造の「見える化」ツール等に関
社
する調査
東京都中央区晴海２－５－２４

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月10日

非公表

31,104,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

39

株式会社エス・アール・シー
東京都港区虎ノ門3-16-7

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月11日

属性別家計勘定に関する調査・研究

－5－

7,806,240

7,452,000

95.46

一般

部内資料として活用

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

落札率
（％）

成果物（URL及び
公表時期又は
公表予定時期）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

契約締結日

予定価格（円）

40

ダイナミックマップ共通プラット
フォーム化検討コンソーシアム
代表構成員
ダイナミックマップ基盤企画株式会
社
東京都高輪３－２５－２３京急第２
ビル

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・
自動走行システム「自動走行システムの実
現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
する調査・検討におけるダイナミックマップの
共通プラットフォーム化に向けた調査検討」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月14日

非公表

36,449,484

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

41

国立大学法人東京大学
東京都目黒区駒場４－６－１

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・
自動走行システム「自動走行システムの実
現に向けた諸課題とその解決の方向性に関
する調査・検討における自動走行システム
の高度化及び普及展開に向けた社会面・産
業面の分析に関する調査」

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月14日

非公表

16,200,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

42

（株）博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

支出負担行為担当官
迎賓館の機能・施設運営の在り方等に 内閣府大臣官房会計担当参事官
関する基礎調査
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月15日

非公表

28,620,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

43

（株）社会安全研究所
火山防災対策の実施体制に関する調
東京都新宿区津久戸町３－１２ 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
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月16日

非公表

33,480,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

44

株式会社三菱化学テクノリサー
戦略的イノベーション創造プログラム
チ
（ＳＩＰ）制度評価に係る調査業務
東京都新宿区左門町１６番地１

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
ベーション担当） 山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月17日

非公表

10,800,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

45

支出負担行為担当官
株式会社三菱総合研究所
２０５０年頃を見据えた中長期的に取組
内閣府政策統括官（科学技術・イノ
東京都千代田区永田町２－１０ むべき革新的技術のロードマップ策定
ベーション担当） 山脇 良雄
－３
事業に関する調査
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月17日

非公表

28,080,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

46

株式会社サーベイリサーチセン
ター
組織マネジメントに関する調査・分析
東京都荒川区西日暮里2-4010

26,978,400

98.12

47

支出負担行為担当官
アビームコンサルティング（株） 民間企業における調達を活用したワー
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区丸の内１－４ ク・ライフ・バランス等推進の加速に関
横内 憲二
－１ 丸の内永楽ビルディング する調査研究
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長
杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月24日

平成28年11月24日

－6－

27,494,640

非公表

契約金額（円）

5,184,000

―

契約の形態

一般（総合） 部内資料として活用

平成29年3月31日頃公表予
定
一般（総合） http://www.gender.go.jp/poli
cy/positive_act/wlb_torikumi.
html

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

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）

支出負担行為担当官
平成28年度東日本大震災の被災地に
内閣府大臣官房会計担当参事官
おけるＮＰＯ等による復興・被災者支援
横内 憲二
の推進に関する調査
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月25日

非公表

4,644,000

―

公表予定時期（平成29年６
月頃公表予定）
http://www5.cao.go.jp/keizai
一般（総合）
2/keizaisyakai/uneiryoku/chosa.htm
l

48

特定非営利活動法人 日本
ファンドレイジング協会
東京都港区新橋５－７－１２
ひのき屋ビル７階

49

（株）ユニックス
公益法人の寄附金収入に関する実態
神奈川県川崎市中原区新丸子
調査
町９１９

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月29日

非公表

3,745,170

―

一般（総合）

50

ランドブレイン（株）代表取締役
平成２８年度 小さな拠点及び地域運
東京都千代田区平河町１－２
営組織の形成促進に関する調査
－１０

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月29日

非公表

7,344,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

51

（株）イデア・プロジェット
子供・若者の意識に関する調査
東京都港区麻布十番１－２－３

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月30日

非公表

1,803,600

―

52

（株）野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－６
－５

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年11月30日

非公表

13,500,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月2日

非公表

7,668,000

―

平成29年4月以降公表予定
一般（総合） URL未定（内閣府男女共同
参画局HP内に掲載予定）

54

支出負担行為担当官
三井物産セキュアディレクショ
内閣府大臣官房会計担当参事官
ン（株）
宇宙システムの抗たん性に関する調査
横内 憲二
東京都中央区日本橋人形町１
東京都千代田区永田町１－６－１
－１４－８

平成28年12月6日

非公表

10,800,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

55

支出負担行為担当官
国立大学法人京都大学
「生活の質に関する調査」のデータセッ
内閣府経済社会総合研究所次長
京都府京都市左京区吉田本町 トの匿名化処理と同データに基づく心
杉原 茂
36-1
身の健康規定要因についての研究
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月7日

67.64

一般（総合） 部内資料として活用

社会資本ストック推計の検討調査

みずほ情報総研（株）
53

男女共同参画の視点による平成28年
東京都千代田区神田錦町２－ 熊本地震対応状況調査業務
３

－7－

1,964,520

1,328,754

一般

平成29年３月頃公表予定
https://www.koekiinfo.go.jp/contribute/index.h
tml

平成29年４月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/kenkyu.htm

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

成果物（URL及び
公表時期又は
公表予定時期）

平成28年12月7日

非公表

18,252,000

―

一般（総合） 部内資料として活用

平成28年12月9日

非公表

8,100,000

―

一般（総合） 平成29年4月以降公表予定

平成28年12月9日

非公表

9,180,000

―

株式会社 富士通総研
東京都港区海岸１－１６－１

支出負担行為担当官
平成２８年度における国家戦略特区制 内閣府大臣官房会計担当参事官
度の評価等に関する調査・分析等
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

57

株式会社海邦総研
那覇市久茂地２－９－１２

平成28年度沖縄における主要産業の
生産性向上に向けた人材マネジメント
構築のための基礎調査事業

58

支出負担行為担当官
楽天リサーチ（株）
平成２８年度避難所における特に配慮 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都世田谷区玉川１－１４－
を要する者等の支援に関する調査業務 横内 憲二
１
東京都千代田区永田町１－６－１

59

支出負担行為担当官
（株）三菱総合研究所
労働生産性等の目標設定の検討手法 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町２－１０
等に関する調査業務
横内 憲二
－３
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月9日

60

支出負担行為担当官
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
社会的インパクト評価等に関する海外 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都中央区銀座８－２１－１
（欧州）調査
横内 憲二
住友不動産汐留浜離宮ビル
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月13日

61

支出負担行為担当官
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
社会的インパクト評価等に関する海外 内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都中央区銀座８－２１－１
（豪州）調査
横内 憲二
住友不動産汐留浜離宮ビル
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月13日

62

一般財団法人統計研究会
東京都港区新橋1-18-16

支出負担行為担当官
供給・使用表の枠組みの更なる活用及
内閣府経済社会総合研究所次長
び四半期GDP速報の拡充に関する海
杉原 茂
外先行事例調査
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月14日

63

支出負担行為担当官
株式会社 マルト
青少年のインターネット環境整備に取り
内閣府大臣官房会計担当参事官
福岡県福岡市早良区小田部２ 組む民間団体の活動事例に関する調
横内 憲二
－８－１６
査研究
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
山谷 英之
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

契約の形態

予定価格（円）

56

平成28年12月20日

－8－

5,962,680

契約金額（円）

落札率
（％）

契約締結日

一般

平成29年4月以降公表予定

公表予定時期（平成29年3月
頃公表予定）
一般（総合）
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/

5,670,000

―

非公表

3,980,000

―

一般

平成29年５月頃
公表予定

非公表

3,980,000

―

一般

平成29年５月頃
公表予定

82.87

一般

部内資料として活用

一般

平成29年３月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/youthharm/koho/index.html
(平成29年４月に青少年環境
担当HPを改編予定)

13,879,080

非公表

11,502,000

2,462,400

―

備 考

委託調査費の支出状況（平成２８年度第３四半期分）
（府省名：内閣本府）

番号

契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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及び所在地

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）

一般

平成２９年４月頃公表予定
ＵＲＬ：
http://www8.cao.go.jp/hopp
o/shiryou/chousa.html

64

一般社団法人北海道総合研究
調査会
北方地域総合実態調査
北海道札幌市中央区北四条西
６－１－１ 毎日札幌会館

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月21日

非公表

3,672,000

―

65

森ビル（株）
「稼げるまちづくり」の実現に向けたシ
東京都港区六本木６－１０－１ ティ・セールス手法に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成28年12月26日

非公表

18,360,000

―

－9－

一般（総合） 部内資料として活用

備 考

