
－1－

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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）

備　考

1
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

3010401011971 景気ウォッチャー調査

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29年4月1日  非公表          119,307,600 － 一般（総合）

毎月第６営業日公表
http://www5.cao.go.jp/keizai
3/watcher/watcher_menu.ht
ml

2
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０
－３

6010001030403
平成２９年度被災者の住まいの在り方
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表             8,870,040 － 一般（総合） 部内資料として活用

3
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

5013201004656
平成２９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29年4月3日  非公表            12,744,000 － 一般（総合） 平成30年3月以降公表予定

4
（株）サイエンスクラフト
福井県越前市蓬菜町５－１

1210001011627
平成２９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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表            29,376,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

5
（株）サイエンスクラフト
福井県越前市蓬菜町５－１

1210001011627
「平成２９年度防災スペシャリスト養成
研修」の実施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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表            74,844,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

6

公益財団法人九州経済調査協
会
福岡県福岡市中央区渡辺通2-
1-82

5290005000838
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表             6,530,976 － 一般

四半期毎に公表（５月、８
月、11月、２月の各月下旬）
http://www5.cao.go.jp/keizai
3/chiiki/rdei/menu.html

7
（株）日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月3日  非公表          105,300,000 － 随契 部内資料として活用

8
国立大学法人政策研究大学院
大学
東京都港区六本木７－２２－１

5010405004953
エビデンスに基づく政策立案機能の方
式検証

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29年4月3日  非公表            60,836,828 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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）

備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

9
チームラボ株式会社
東京都文京区本郷1-11-6東接
本郷ビル

3010001079889
地方創生推進に関する知的基盤の整
備（地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）
の利便性向上等に関する調査）

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

平成29年4月5日  非公表            91,800,000 － 一般（総合）
平成29年6月28日公表
（※初回公表日）
https://resas.go.jp/

10
（株）システム環境研究所
福岡県福岡市博多区千代4-
30-2

7290001013750
平成２９年度「西普天間住宅地区跡地
における国際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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月7日  非公表            74,520,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

11
一般財団法人　宇宙システム
開発利用推進機構
東京都港区芝公園3-5-8

2010405010640
宇宙関連新産業・新サービス創出の促
進に係る調査（Ｓ－ＮＥＴ新事業創出調
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29年4月10日  非公表            59,400,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

12
ＮＴＴラーニングシステムズ（株）
東京都港区南麻布１－６－１５

9010401005010
大規模災害情報の収集・保存・活用方
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月12日  非公表            10,260,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

13

株式会社　日本能率協会総合
研究所
東京都港区芝公園３丁目１番２
２号

5010401023057
住民・施設管理者に対する災害リスク
情報の事前周知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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月12日  非公表            16,200,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

14
（株）社会安全研究所
東京都新宿区津久戸町３－１２

3011101024462
火山防災対策の実施体制及び、各火
山地域が抱える課題に関する調査検
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月14日  非公表            21,708,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

15
株式会社　建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－
２１－１

7010001042703
大規模降灰が都市に与える影響に関
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月14日  非公表            33,480,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

16
株式会社りゅうぎん総合研究所
那覇市壷川１－１－９りゅぎん
健保会館３階

1360001005622
平成29年度離島地域における海洋深
層水を活用した地域活性化可能性調
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29年4月14日  非公表             4,592,944 － 一般（総合） 部内資料として活用
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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）

備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

17
（株）エントリーサポート
東京都渋谷区幡ヶ谷2-14-9

8011001066162 青少年意見募集事業分析調査等

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

平成29年4月18日  非公表             3,520,800 － 一般
10月以降随時公表
http://www.youth-
cao.go.jp/index.html

18
沖縄県知事
沖縄県那覇市泉崎1-2-2

1000020470007
平成２９年度位置境界明確化調査等委
託費

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29年4月18日  非公表             7,357,000 － 随契 部内資料として活用

19

エム・アール・アイ リサーチアソ
シエイツ株式会社
東京都千代田区内神田一丁目
１３番１号

7010001012532
平成２９年度　原子力利用の国内外の
最新動向に係る情報収集等調査

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29年4月21日  非公表            21,531,808 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

20
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０
－３

6010001030403
海溝型地震に関する防災・減災対策の
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月26日  非公表            19,980,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

21
（株）野村総合研究所
東京都千代田大手町1-9-2

4010001054032
「沖縄力発見ツアー」のフォローアップ
調査及び同調査結果を踏まえたツアー
企画

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29年4月26日  非公表             8,100,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

22
（株）浜銀総合研究所
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい3-1-1

1020001015795
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月26日  非公表             6,156,000 － 一般（総合）
平成29年12月以降公表予定
http://www5.cao.go.jp/keizai
1/gakuseichosa/index.html

23

先進モビリティ（株）
東京都目黒区駒場4-6-1東京
大学駒場キャンパス連携研究
等

2011001100661

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・検討における沖縄県離島でのバス
自動運転における社会適応性に係る
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年4月28日  非公表            21,600,000 － 一般（総合） 平成29年10月以降公表予定

24
沖縄税理士会
沖縄県那覇市字小禄1831-1

3360005000460
平成29年度「沖縄の特区・地域税制周
知広報検討調査」

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

平成29年5月1日  非公表            12,375,000 － 一般（総合） 部内資料として活用
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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
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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（平成２９年度第１四半期分）

25
東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社
東京都千代田区大手町1-5-1

7010001079695
仕事と生活の調和推進のための時間
等に制約のある社員に対するキャリア
形成支援のあり方に関する調査研究

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

平成29年5月11日  非公表             7,020,000 － 一般（総合）
平成30年３月以降公表予定
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/r
esearch.html

26
ニュートン・コンサルティング
（株）
東京都千代田区麹町３－３－８

9010001104724
省庁業務継続計画の評価補助及び行
政中枢機能の代替拠点に係る調査・検
討業務等

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29年5月23日  非公表            15,816,600 － 一般（総合） 部内資料として活用

27
株式会社社会安全研究所
東京都新宿区津久戸町３番１２
号

3011101024462
平成29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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月23日  非公表            40,500,000 - 一般（総合） 部内資料として活用

28
独立行政法人　国立病院機構
災害医療センター
東京都立川市緑町３２５６

1013205001281
大規模災害時における既存船舶を活
用した医療活動に係る実証訓練支援
及び調査業務

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

平成29年5月24日  非公表            28,787,400 － 一般（総合） 部内資料として活用

29
株式会社　建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－
２１－１

7010001042703
首都圏大規模水害対策の行動指針及
び対処計画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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年5月26日  非公表            28,404,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

30
応用地質（株）
埼玉県さいたま市北区土呂町
２－６１－５

2010001034531
相模トラフ沿いの巨大地震等による長
周期地震動の調査検討業務

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

平成29年5月26日  非公表            86,400,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

31
株式会社アリス
東京都新宿区西新宿1－26－2

7011101045447
平成29年度民間非営利団体実態調査
実査作業

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29年5月30日  非公表             3,240,000 － 一般 未定

32

ＳＡ　ＥＵＲＯＣＯＮＳＵＬＴ　日本
事務所
神奈川県横浜市保土ヶ谷1-5-
212

3700150012606
射場整備に資する小型・超小型衛星の
打上げ需要調査

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29年5月31日  非公表            10,692,000 － 一般（総合） 部内資料として活用



－5－

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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）

備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第１四半期分）

33

平成２９年度ビッグデータによる交
通環境把握のための調査および対
策手法の検討業務計量計画研究
所・長大・中央建設コンサルタント
設計共同体
東京都新宿区市谷本村町２番９号

─
平成２９年度ビッグデータによる交通環
境把握のための調査および対策手法
の検討業務

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29年5月31日  非公表            37,692,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

34
株式会社中央建設コンサルタ
ント
浦添市宮城５－１２－１１

6360001008959
平成２９年度管内における公共交通自
動運転導入検討業務

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29年5月31日  非公表            15,498,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

35
株式会社長大沖縄支店
那覇市久茂地１－７－１

5010001050435
平成２９年度観光客向け移動支援情報
提供サービス検討業務

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29年5月31日  非公表            22,464,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

36
国土防災技術　株式会社
東京都港区虎ノ門３－１８－５

9010401010035
平成２９年度多様な主体の連携促進事
業調査業務

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

平成29年6月1日  非公表            14,904,000 － 一般（総合） 平成30年3月以降公表予定

37
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド
東京都品川区上大崎三丁目１
－１

7010701013722

「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ＳＩＰ－ａｄｕｓの情
報発信力の強化に係る調査検討

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29年6月7日  非公表            65,448,000 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

38
株式会社東レリサーチセンター
東京都中央区日本橋本町１丁
目１番１号

5010001051549
エネルギー・環境分野における有望技
術の技術課題に関する包括的調査

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29年6月8日  非公表            23,760,000 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

39

一般社団法人　社会的包摂サ
ポートセンター
東京都文京区本郷1-35-26　石
水ビル3階

6010005017669
若年層の性的暴力に係る相談・支援の
在り方に関する調査研究

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

平成29年6月12日  非公表             8,840,972 － 一般

平成30年３月公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/e-
vaw/chousa/index.html

40
（株）エス・アール・シー
東京都港区虎ノ門3-16-7

8010401004483
主な先進国における長期財政推計に
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29年6月14日  非公表             3,024,000 － 一般（総合） 部内資料として活用
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番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

法人番号 委託調査の名称・概要
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（％）
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成果物（URL及び
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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（平成２９年度第１四半期分）

41

一般財団法人日本宇宙フォー
ラム
東京都千代田区神田駿河台3-
2-1

1010005007996
宇宙システム海外展開のための新たな
官民共同枠組みの構築及び国別・課
題別戦略策定のための検討調査

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

平成29年6月15日  非公表            47,520,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

42
（株）パスコ
東京都目黒区東山1-1-2

5013201004656
アジア太平洋地域の宇宙利用推進を
通じた海外展開戦略の検討調査

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

平成29年6月15日  非公表            20,628,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

43
一般財団法人東京顕微鏡院
東京都千代田区九段南4-8-32

3010005004232
畜水産食品における薬剤耐性菌の出
現実態調査（水産関連プロトコルの試
行）

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
川島　俊郎
東京都港区赤坂５－２－２０

平成29年6月15日  非公表             8,098,920 － 一般（総合）
平成30年4月以降公表予定
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
survey

44
（株）日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082
平成２９年度　諸外国におけるＰＰＰ／
ＰＦＩ事業に関する第三者機関調査検討
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月16日  非公表            20,379,600 － 一般（総合） 部内資料として活用

45
株式会社コンベンションリン
ケージ
東京都千代田区三番町２

8010001092202
戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）シンポジウム開催及び意識調査

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29年6月16日  非公表            26,535,975 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

46
社団法人沖縄しまたて協会
浦添市勢理客４－１８－１

2360005003753
平成２９年度観光競争力強化のための
魅力的な景観創出検討業務

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29年6月20日  非公表            47,131,200 － 一般（総合） 部内資料として活用

47
ランドブレイン　株式会社
東京都千代田区平河一丁目２
番１０号

9010001031943
大規模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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成29年6月21日  非公表            26,784,000 － 一般（総合） 部内資料として活用

48
（株）政策研究所
東京都港区南青山7-9-301

5010002052348 女性活躍推進法施行状況調査研究

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

平成29年6月22日  非公表            54,000,000 － 一般（総合）

平成30年３月頃公表予定
内閣府「女性活躍推進法『見
える化』サイト」へ掲載予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/suishin_law/index.html
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49

株式会社日立製作所
公共システム営業統括本部イ
ノベーション営業部
東京都品川区南大井六丁目２
３番１号

7010001008844
戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）データ共有活動基盤の開発に関
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29年6月26日  非公表            12,204,000 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定

50

沖縄自動走行バスコンソーシア
ム
代表企業
先進モビリティ株式会社
東京都目黒区駒場4-6-1

2011001100661

「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」沖縄の交通
環境下における公共バスのより高度な
自動運転制御の実現に向けた調査

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29年6月26日  非公表            48,999,600 － 一般（総合） 平成30年4月公表予定
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