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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

1
株式会社インテージリサーチ
東京都東久留米市本町１－４
－１

6012701004917
平成２９年度若年層を対象とした性的な
暴力の被害等に関するインターネット調
査

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

平成30年1月11日  -                998,882 - 一般

平成30年3月23日公表
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/e-
vaw/chousa/pdf/h29_jakune
n_report.pdf

2
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区大手町１－９
－２

4010001054032
国家戦略特区の成果、効果検証に関す
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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成30年1月12日  -            28,620,000 - 一般（総合）

調査報告書は、部内資料と
して活用
事業内で制作した映像等
は、今後、ＨＰ等で公表など
を予定（公表のタイミングを
相談中）

3
株式会社知識経営研究所
東京都港区麻布十番２－１１－
５

5010401068523
平成29年度障害を理由とする差別の解
消の推進に関する国外及び国内地域
における取組状況の実態調査

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

平成30年1月15日  -            12,953,520 - 一般（総合）
平成30年７月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/shoug
ai/suishin/tyosa.html

4
一般財団法人　日本開発構想
研究所
東京都港区虎ノ門１－１６－４

2010405000906

平成２９年度海外のコミュニティ防災の
取組状況及び地震リスク管理等におけ
る防災協力推進のための調査・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
横内　憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

平成30年1月17日  -            16,826,400 - 一般（総合） 部内資料として活用

5
有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南２丁目１５番３
号品川インターシティ

5010405001703
海外の大学における業務プロセス等に
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30年1月15日  -              8,999,964 - 一般（総合） 部内資料として活用

6
ランドブレイン株式会社
東京都千代田区平河町１－２
－１０

9010001031943
小さな拠点及び地域運営組織の持続的
運営に関する調査

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30年1月19日  -              1,836,000 - 一般

平成30年6月7日公表
小さな拠点情報サイトにて公
表
http://www.cao.go.jp/region
al_management/rmoi/index.h
tml

7
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所
東京千代田区平河町２－７－９

1010001143390
クールジャパン地域プロデュース人材
育成のためのモデルカリキュラム策定
に向けた調査

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30年1月19日  -              3,510,000 - 一般（総合）
平成30年6月6日公表
http://www.cao.go.jp/cool_ja
pan/kaigi/jinzai/jinzai.html

8
ケイスリー株式会社
沖縄県那覇市字与儀８６

9360001020614
ＩＣＴを活用した社会的インパクト評価
ツールに関する先行事例調査

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

平成30年1月19日  -              2,160,000 - 一般（総合）

平成30年5月9日公表
http://www5.cao.go.jp/kyumi
n_yokin/impact/impact_index
.html

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第４四半期分）
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　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成２９年度第４四半期分）

9
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所
東京千代田区平河町２－７－９

1010001143390
国家戦略特区認定区域計画の進捗状
況の評価等に関する調査・分析

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30年1月24日  -            24,624,000 - 一般（総合）
評価書作成の基礎資料とし
て使用

10
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町２－
３

9010001027685
「平成２８年熊本地震等からの復旧・復
興対策の推進に関する調査」等の実施

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

平成30年1月26日  -              7,020,000 - 一般（総合） 部内資料として活用

11
一般社団法人建設電気技術協
会
東京都港区赤坂１－３－６

7010405010594
平成２９年度中央防災無線網設備ア
セットマネジメント要領調査検討業務

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30年1月30日  -            14,040,000 - 一般（総合） 部内資料として活用

12

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
東京都千代田区丸の内３－３
－１新東京ビル

3010001076738
平成２９年度　諸外国におけるＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ事業概要調査業務

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30年1月24日  -              3,780,000 - 一般（総合） 部内資料として活用

13
株式会社大和総研
東京都江東区冬木１５－６

5010601035884
総合特別区域制度がもたらす経済波及
効果に関する調査

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30年2月2日  -              4,968,000 - 一般 部内資料として活用

14

株式会社リベルタス・コンサル
ティング
東京都千代田区六番町２－１４
東越六番町ビル

4010401058533
平成２９年度「都道府県別経済財政モ
デル」の更新のための調査

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30年2月5日  -              4,088,620 - 一般（総合） 部内資料として活用

15
株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０
－３

6010001030403
「海洋状況表示システム」のニーズ把握
等に係る調査

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30年2月8日  -              7,506,000 - 一般（総合） 部内資料として活用
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