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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）市浦ハウジング&プランニ
ング

4010001000696
平成３０年度被災者の住まいの在り方
に関する検討調査（被災した住宅の修
理の促進方策の検討）

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

平成30年4月2日  -            13,500,000 -
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
平成３０年度防災スペシャリストの養成
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

平成30年4月2日  -            73,764,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3 （株）両備システムズ 8260001007077
被災者支援手続等におけるマイナポー
タル利活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
横内　憲二

平成30年4月2日  -            15,984,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月以降公表予定

4
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
平成３０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
横内　憲二

平成30年4月2日  -            12,960,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5 （株）サイエンスクラフト 1210001011627
平成３０年度防災スペシャリストの養成
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

平成30年4月2日  -            26,460,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

6
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971 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

平成30年4月2日  -           113,940,000 -
一般競争

（総合評価）

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

7
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
宇宙基本計画に基づく国際協力の推進
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

平成30年4月2日  -            49,680,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

8
一般財団法人宇宙システム開
発利用推進機構

2010405010640
宇宙システム海外展開のための新たな
官民連携体制の実装に向けた検討調
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

平成30年4月2日  -              9,720,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31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３０年度第１四半期分）
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9
公益財団法人九州経済調査協
会

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

平成30年4月2日  -              6,990,246 - 一般競争

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

10
エム・アール・アイ リサーチアソ
シエイツ（株）

7010001012532
平成３０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

平成30年4月2日  -            15,984,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

11 一般社団法人新情報センター 1011005000041 消費動向調査の実査業務
支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
市川　正樹

平成30年4月2日  -           297,000,000 -
一般競争

（総合評価）

公表時期：毎月上旬
http://www.esri.cao.go.jp/jp/
stat/shouhi/shouhi.html

12
国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構

6050005002007
平成30年度地域防災計画・避難計画の
充実化の支援に資する技術的知見の
整備

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
山本　哲也

平成30年4月2日  -            18,427,323 -
一般競争

（総合評価）
国会図書館へ納入（時期は
未定）

13
国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構

6050005002007
平成30年度原子力防災研究・研修事業
「原子力災害対応人材育成」に関する
調査検討・企画運営業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（原子力防災担
当）
山本　哲也

平成30年4月2日  -           186,178,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

14
玉野総合コンサルタント株式会
社沖縄事務所

4180001031246
平成３０年度駐留軍用地跡地利用に関
する市町村支援業務（アドバイザー派
遣等業務）

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成30年4月2日  -            46,440,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月公表予定
http://atochi.ogb.go.jp/htdoc
s/

15
三菱ＳＩＰ最終報告書作成調査
コンソーシアム
代表者（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（Ｓ
ＩＰ）最終報告書の作成等に係る調査

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

平成30年4月3日  -           293,997,600 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

16 （株）三菱総合研究所 6010001030403
首都直下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

平成30年4月5日  -            16,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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17 （株）建設技術研究所 7010001042703
洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避
難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

平成30年4月5日  -            22,950,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

18 （株）セレスポ 9013301006441
戦略的イノベーション創造プログラム（Ｓ
ＩＰ）シンポジウム開催および意識調査

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

平成30年4月5日  -           113,400,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

19 （株）野村総合研究所 4010001054032
平成30年度「西普天間住宅地区跡地に
おける沖縄健康医療拠点の形成に関
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
横内　憲二

平成30年4月6日  -            64,800,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

20
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等
に関する調査（S-Booster 2018）

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

平成30年4月6日  -            12,744,000 -
一般競争

（総合評価）

公表予定時期：2018年11月
下旬以降年内
https://s-booster.jp

21
国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構

9012405001241
平成30年度「準天頂衛星システムの技
術監理等調査」

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

平成30年4月9日  -            89,982,794 -
随意契約
（公募）

部内資料として活用

22 （株）日本総合研究所 4010701026082 
平成30年度「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

平成30年4月9日  -            75,783,600 -
随意契約
（公募）

部内資料として活用

23 （株）三菱総合研究所 6010001030403
南海トラフ地震対策の見直し等に係る
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

平成30年4月10日  -            17,712,000 -
随意契約

（不調・不落）
部内資料として活用

24 （株）三菱総合研究所 6010001030403
南海トラフ地震の防災対策の推進に関
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

平成30年4月11日  -            23,760,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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25 （株）パスコ 5013201004656
平成30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

平成30年4月16日  -            13,824,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月以降公表予定

26 沖縄県知事 1000020470007
平成３０年度位置境界明確化調査等委
託費について

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成30年4月18日  -              7,347,000 - 随意契約 部内資料として活用

27 応用地質（株） 2010001034531
相模トラフ沿いの巨大地震による長周
期地震動等の調査検討業務

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

平成30年4月20日  -            72,360,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

28
アーサー・ディ・リトル・ジャパン
（株）

1010401000530
地方大学・地域産業創生交付金等に係
る専門的調査・伴走支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年4月20日  -              7,723,944 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

29 （株）社会安全研究所 3011101024462
要配慮者利用施設における水害・土砂
災害からの避難に関する調査

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

平成30年4月24日  -              8,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

30 アクセンチュア（株） 7010401001556
次世代マイナポータルの在り方に関す
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

平成30年4月25日  -            47,628,000 -
一般競争

（総合評価）
室内資料として活用

31 （株）浜銀総合研究所 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

平成30年4月25日  -              6,156,000 -
一般競争

（総合評価）

平成30年12月以降公表予定
http://www5.cao.go.jp/keizai
1/gakuseichosa/index.html

32
一般財団法人みなと総合研究
財団

8010405009702

「沖縄観光ステップアップ戦略2017」の
新たな体験型観光の開発・回遊性向上
に向けた交通モード多様化に関する実
証実験に係る調査検討業務

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

平成30年4月25日  -            44,280,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/okina
wa/

http://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/index.html
http://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/index.html
http://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/index.html
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33 （株）三菱総合研究所 6010001030403
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の
防災対策の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

平成30年4月25日  -            21,168,000 -
随意契約

（不調・不落）
部内資料として活用

34
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
企業等における仕事と生活の調和に関
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

平成30年4月27日  -            10,782,288 -
一般競争

（総合評価）

平成31年3月頃公表予定
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/r
esearch.html

35
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

1010005007996
先進的な宇宙利用モデル実証等に関
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

平成30年5月1日  -            81,756,000 -
一般競争

（総合評価）

公表時期：平成30年8月3日
http://www.uchuriyo.space/
model/

36 株式会社日本経済研究所 6010001032853
東日本の地域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
横内　憲二

平成30年5月8日  -              6,264,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/sh
ien/anken_chousagaiyou/ank
en_chousagaiyou.html

37 株式会社日本経済研究所 6010001032853
西日本の地域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
横内　憲二

平成30年5月11日  -              6,696,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/pfi/sh
ien/anken_chousagaiyou/ank
en_chousagaiyou.html

38
一般財団法人宇宙システム開
発利用推進機構

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）

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

平成30年5月16日  -            32,376,240 -
一般競争

（総合評価）

http://www8.cao.go.jp/pfi/sh
ien/anken_chousagaiyou/ank
en_chousagaiyou.html

39 （株）社会安全研究所 3011101024462
平成30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

平成30年5月16日  -            34,996,320 -
随意契約

（不調・不落）
部内資料として活用

40 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
「環境未来都市」構想・自治体ＳＤＧｓ推
進に係る調査・研究等業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年5月17日  -            59,999,400 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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41 （株）Ｂｌｕｅｓｈｉｐ沖縄 8011801027355
平成30年度沖縄酒類製造業自立経営
促進事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成30年5月17日  -            19,200,000 -
随意契約

（企画競争）
平成31年4月公表予定

42 ビンコウＨＤ（株） 4360001021914
平成30年度沖縄酒類製造業自立経営
促進事業

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成30年5月17日  -            11,800,000 -
随意契約

（企画競争）
平成31年4月公表予定

43
特定非営利活動法人映像産業
振興機構

2010005008721
デジタルアーカイブに関する諸外国に
おける政策調査

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

平成30年5月18日  -              9,884,160 -
一般競争

（総合評価）
平成30年12月以降公表予定

44

平成３０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

5011105004806
平成３０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
後藤　一也

平成30年5月21日  -            23,774,686 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

45 （株）中央建設コンサルタント 6360001008959
平成３０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
後藤　一也

平成30年5月21日  -            32,400,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

46 （株）長大沖縄支店 5010001050435
平成３０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
後藤　一也

平成30年5月21日  -            28,134,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

47
一般社団法人　関西情報セン
ター

5120005015290
省庁業務継続計画の評価補助及び行
政中枢機能の代替に係る調査・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

平成30年5月23日  -            12,064,615 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

48 （株）価値総合研究所 3010401037091
平成30年度応急借上住宅の円滑かつ
迅速な供給方策の検討調査

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

平成30年5月25日  -            11,238,480 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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49 （株）日本能率協会総合研究所 5010401023057
平成30年度大規模災害に備えた被災
者の住まいの多様な供給手法等に係る
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

平成30年5月25日  -              8,100,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

50 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
ESG投資における女性活躍情報の活用
状況に関する調査研究

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

平成30年5月25日  -              8,640,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年3月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/mieruka/company/yakuin
.html

51 株式会社アリス 7011101045447
平成30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
経済社会総合研究所次長
市川　正樹

平成30年5月29日  -              3,764,914 - 一般競争

平成31年1月末公表予定
http://www.esri.cao.go.jp/jp/
sna/sonota/hieiri/hieiri_top.h
tml

52 株式会社エムティーアイ 6011101023123
効果的・効率的なホームページデザイ
ン設計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
横内　憲二

平成30年5月30日  -              9,720,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

53 ジャパンインテグレーション（株） 2360001017534
平成３０年度沖縄における県外企業の
長期滞在型テレワークの誘致及び導入
検討調査

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也

平成30年5月31日  -              7,891,490 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

54 （株）野村総合研究所 4010001054032
火山防災対策において重点的に取り組
むべき施策及び、技術開発等の動向に
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

平成30年6月1日  -            16,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

55 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
平成30年度「沖縄を核とする本土との
連携による新たな物流システムやビジ
ネスモデルの創出に向けた調査」

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

平成30年6月4日  -              8,418,600 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

56 （一社）沖縄しまたて協会 2360005003753
平成３０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
後藤　一也

平成30年6月4日  -            56,160,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/hieiri/hieiri_top.html
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/hieiri/hieiri_top.html
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/hieiri/hieiri_top.html
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/hieiri/hieiri_top.html
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57
独立行政法人　国立病院機構
災害医療センター

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

平成30年6月5日  -            29,096,280 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

58 有人宇宙システム株式会社 5010001094250
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の
管理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
横内　憲二

平成30年6月5日  -            79,920,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

59 特許業務法人浅村特許事務所 4010705001684
「家庭の家事・育児のシェアを応援する
官民連携ネットワーク」の名称及びロゴ
マークの商標調査及び商標登録業務

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

平成30年6月6日  -              3,063,528 - 一般競争 部内資料として活用

60 一般社団法人新情報センター 1011005000041
平成30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
横内　憲二

平成30年6月8日  -            31,179,600 - 一般競争

平成31年3月以降公表予定
http://www8.cao.go.jp/youth
/youth-harm/chousa/net-
jittai_list.html

61
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529

「地方公共団体における男女共同参画
社会の形成又は女性に関する施策の
推進状況」WEB調査及びデータ集計業
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

平成30年6月11日  -              3,488,400 - 一般競争

平成30年12月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/suishinjokyo/
suishin-index.html

62 株式会社富士通総研 8010401050783
平成30年度「交通安全基本計画の総合
的な効果分析手法に関する調査」

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

平成30年6月14日  -            10,908,000 -
一般競争

（総合評価）
部内検討資料として活用

63
エム・アール・アイリサーチアソ
シエイツ株式会社

7010001012532
被害者支援における危険度判定に基づ
く加害者対応に関する調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年6月15日  -            11,772,000 - 一般競争

平成31年4月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/e-
vaw/chousa/index.html

64 公益財団法人日本生産性本部 4011005003009
女性リーダー育成のためのモデルプロ
グラムの効果等の調査研究

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年6月22日  -            14,999,040 -
一般競争

（総合評価）

平成31年3月末頃公表予定
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html
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65 株式会社エントリーサポート 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

平成30年6月22日  -              3,963,600 - 一般競争
http://www.gender.go.jp/res
earch/kenkyu/index.html

66 PｗCコンサルティング合同会社 1010401023102
幼稚園・保育所・認定こども園等の公定
価格の設定及び経営実態の把握の在
り方に関する調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年6月28日  -            12,420,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月下旬公表予定

67 PｗCコンサルティング合同会社 1010401023102
子ども・子育て支援新制度に係る給付
事務の改善等に関する調査研究事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二

平成30年6月28日  -            10,800,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月下旬公表予定
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