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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
三菱UFJリサ―チ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
平成30 年度 沖縄県における所有者不
明土地問題の解決に向けた調査検討
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7月2日  -            29,051,173 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月以降公表予定

2 アイ・シー・ネット株式会社 6030001000271
平成30年度　アジア・太平洋輝く女性の
調査及びシンポジウムの企画等に係る
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7月2日  -            18,403,200 -
一般競争

（総合評価）

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

3 国際航業株式会社 9010001008669
平成30年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ新規案件形成
支援（新潟市）

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7月6日  -             2,624,400 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

4 株式会社日本経済研究所 6010001032853
平成30年度　苫小牧市におけるＰＰＰ
／ＰＦＩ民間提案活用に関する調査検討
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7月6日  -             8,640,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

5 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
平成30年度　徳島県域における広域型
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・運
営に関する調査検討支援業務

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7月6日  -             5,184,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

6 株式会社日本総合研究所 4010701026082

平成30年度　総合体育館運営における
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入に関する高度専
門家による調査検討支援業務（富山
市）

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7月6日  -             5,389,200 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

7 公益社団法人自動車技術会 3010005016608

「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
ステムにおける英文報告書の作成等に
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7月9日  -             8,910,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

8
公益財団法人交通事故総合分
析センター

2010005018547

「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」交通事故死
者低減効果見積もり解析手法に係る調
査検討

支出負担行為担当官
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7月9日  -            16,847,932 -
随意契約
（公募）

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２四半期分）
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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
（％）
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成果物（URL及び

公表時期又は
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備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３０年度第２四半期分）

9 株式会社政策研究所 5010002052348
平成30年度沖縄振興推進調査「沖縄
バイオインフォメーションバンクに関す
る事業化フィージビリティ調査」

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7月10日  -             6,480,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月中公表予定

10 株式会社日本経済研究所 6010001032853
平成30年度　静岡市域における
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・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

平成30年7月12日  -             7,236,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

11 PwCアドバイザリー合同会社 7010001067262
平成30年度　鳥取県域における広域型
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・運
営に関する調査検討支援業務

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7月12日  -             5,940,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

12 株式会社建設技術研究所 7010001042703
平成30年度　豊明市・美浜町における
PPP/PFI民間提案活用に関する調査
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7月12日  -            10,800,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

13
パシフィックコンサルタンツ株式
会社

8013401001509

平成30年度　多摩地域における金融機
関主導による広域型PPP/PFI地域プ
ラットフォーム形成・運営に関する調査
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7月12日  -             5,378,400 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

14 株式会社地域経済研究所 2120001084284
平成30年度　泉州地域における広域型
PPP/PFI地域プラットフォーム形成・運
営に関する調査検討支援業務

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7月12日  -             4,050,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

15
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

4010401058533
女子生徒等の理工系分野への進路選
択支援に向けた保護者等の理解促進
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7月12日  -            11,124,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年3月頃公表予定
http://www.gender.go.jp/c-
challenge/about_rikochalle/i
ndex.html#container

16
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング

3010401011971

平成30年度沖縄振興推進調査「学園
法の施行状況等の検討に向けた国内
外大学・研究機関等に対する評価の在
り方等に関する調査」

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7月13日  -             4,903,200 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月中公表予定
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17 株式会社野村総合研究所 4010001054032
近未来技術等社会実装事業に関する
基礎調査

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7月13日  -            12,960,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年5月頃公表予定
http://www5.cao.go.jp/kyum
in_yokin/shikin/shikin_index.
html

18 一般財団法人森記念財団 1010405000799

地域再生エリアマネジメント負担金制
度に関する受益の算定方法の分析・検
討に関する調査及びガイドラインの作
成

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7月13日  -             7,544,880 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

19 株式会社ＳＥＬＣ 7021001047229
ドイツ・オーストラリアにおける青少年
のインターネット環境整備状況等調査

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7月13日  -             3,303,374 - 一般競争

平成31年3月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/yout
h/kankyou/internet_torikumi
/tyousa.html

20 国際航業株式会社 9010001008669
i-都市再生の規格化に関する試行及び
各種規格との整合確認に関する基礎
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7月17日  -            75,600,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

21 株式会社福山コンサルタント 5290001016276 i-都市再生の整備に関する基礎調査
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7月17日  -            48,654,000 -
一般競争

（総合評価）

会議資料（PFI推進委員会／
事業推進部会）として順次活
用予定（平成31年2月頃（予
定）～）

22
パシフィックコンサルタンツ株式
会社

8013401001509
茂原市におけるPPP/PFI手法優先的
検討規程策定・運用に関する調査検討
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7月23日  -             6,804,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

23
株式会社日本アプライドリサー
チ研究所

6010001009455
平成30年度地域再生計画の評価等に
関する調査・集計分析等

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7月24日  -             5,184,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月頃公表予定
https://www.npo-
homepage.go.jp/toukei

24 株式会社JTB総合研究所 9010001074645
クールジャパン地域プロデュース人材
の効果的な育成に係る実証調査（イン
バウンド志向型）

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7月24日  -             7,398,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月以降公表予定
http://www.cao.go.jp/cool_ja
pan/
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25 学校法人先端教育機構 3010405009995
クールジャパン地域プロデュース人材
の効果的な育成に係る実証調査（海外
展開志向型）

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7月25日  -             5,400,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月以降公表予定
http://www.cao.go.jp/cool_ja
pan/

26
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
株式会社

2011101025379
市町村における降雪時の対応に関す
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
横内 憲二

平成30年7月26日  -             2,159,892 -
一般競争

（総合評価）
平成31年1月公表予定

27 公益財団法人未来工学研究所 4010605000134
平成30年度東日本大震災の被災地に
おけるＮＰＯ等による復興・被災者支援
の推進に関する調査

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7月26日  -             6,447,600 -
一般競争

（総合評価）

平成31年5月頃公表予定
http://www5.cao.go.jp/keizai
2/keizai-
syakai/kizunaryoku/chosa.ht
ml

28 株式会社富士通総研 8010401050783
平成30年度「海外における交通安全対
策に関する調査」

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7月27日  -             9,504,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年４月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/kout
u/chou-ken/index-c.html

29
株式会社グローバル・コミュニ
ケーションズ

3440001004630
共同利用基幹業務システムの開発に
ついて事前調査及びコンソーシアムに
関連する全体マネジメント業務

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）　赤石　浩一

平成30年7月30日  -             4,864,860 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

30 株式会社リアライズ 4010601028179
複数の業務システムデータの一元化基
礎調査等業務

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）　赤石　浩一

平成30年7月30日  -            16,080,768 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として使用

31 ワシントンコアL.L.C -
平成３０年度原子力防災に関する海外
調査

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7月30日  -            17,820,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

32 みずほ総合研究所株式会社 5010001021403
平成30年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ新規案件形成
支援（大東市）

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7月31日  -             4,860,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html
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33 株式会社地域経済研究所 2120001084284
平成30年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ新規案件形成
支援（田辺市）

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7月31日  -             1,760,400 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

34 国際航業株式会社 9010001008669
平成30年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ新規案件形成
支援（和光市）

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7月31日  -             2,150,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

35 株式会社ジェイテクト 9120001079055
「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」沖縄におけ
るバス自動運転に係る調査

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）　赤石　浩一

平成30年8月1日  -            48,597,192 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

36
一般社団法人建設電気技術協
会

7010405010594
平成30年度中央防災無線網設備ア
セットマネジメント調査分析業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二

平成30年8月3日  -            18,360,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

37 株式会社日立製作所 7010001008844
第１期ＳＩＰ事業振返りを通じたエビデン
スシステムの具体的活用方法の検証

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）　赤石　浩一

平成30年8月6日  -            44,928,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として使用

38 ＥＹ新日本有限責任監査法人 1010005005059
我が国の社会的事業に対する資金的
及び非資金的支援の実態に関する調
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8月6日  -            11,880,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年5月頃公表予定
http://www5.cao.go.jp/kyum
in_yokin/shikin/shikin_index.
html

39 日本電気株式会社 7010401022916
平成３０年度中央防災無線網無線局落
成検査等補助業務

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8月7日  -             3,628,800 - 一般競争 部内資料として活用

40 株式会社国建 4360001000827
平成３０年度交通結節点創出等による
利用促進方策及び最適な公共交通料
金の検討に関する調査業務

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8月8日  -            33,080,400 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定



－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
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（％）
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公表時期又は
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備　考

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３０年度第２四半期分）

41
株式会社市浦ハウジング&プラ
ンニング

4010001000696
平成30年度応急建設住宅等の円滑か
つ迅速な供給に係る技術的検討調査

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8月10日  -            10,098,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

42
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
平成３０年度被災者生活再建支援法関
連調査

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8月10日  -             9,720,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月以降公表予定

43 株式会社大和総研 5010601035884
平成３０年度「今後の跡地利用施策展
開方策検討調査」

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8月10日  -            15,419,376 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として使用

44 有限責任監査法人　トーマツ 5010405001703
地方創生推進交付金事業及び地方創
生拠点整備交付金事業の効果検証に
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8月10日  -            25,110,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

45
デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

7010001088960
基幹業務システム仕様書作成にかか
る調査支援業務

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）　赤石　浩一

平成30年8月14日  -          291,600,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

46
一般社団法人社会包摂サポー
トセンター

6010005017669
若年層に対する性的な暴力の効果的
な予防啓発及び被害者支援のための
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8月21日  -             7,771,680 - 一般競争 部内資料として活用

47 株式会社日本リサーチセンター 5010001062587
高齢者の住宅と生活環境に関する調
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8月22日  -            12,798,000 - 一般競争
平成31年6月頃公表予定
https://www8.cao.go.jp/kour
ei/ishiki/kenkyu.html

48 みずほ情報総研株式会社 9010001027685
プロフェッショナル人材事業にかかる専
門的調査・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
横内　憲二

平成30年8月23日  -            10,764,073 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用
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49
中日本建設コンサルタント株式
会社

7180001039179
PPP/PFI手法優先的検討規定策定・運
用に関する調査検討支援業務（高山
市）

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8月24日  -             4,968,000 -
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/s
hien/anken_chousagaiyou/a
nken_chousagaiyou.html

50
株式会社サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
満足度・生活の質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

平成30年8月28日  -            14,580,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月末公表予定

51
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

4010401058533
社会資本ストック推計の除却プロファイ
ル等の精緻化に向けた検討調査

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8月29日  -             9,504,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

52 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
諸外国における政治分野への女性の
参画に関する基礎調査

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8月29日  -            10,260,000 -
一般競争

（総合評価）

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

53 有限責任あずさ監査法人 3011105000996
総合特区における税制上の支援措置
及び金融上の支援措置による事業創
出効果等の調査

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

平成30年8月30日  -             4,536,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

54
一般財団法人リモート・センシ
ング技術センター

8010405009768
高分解能リモートセンシング衛星ニー
ズに関する調査・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

平成30年8月30日  -            16,200,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年度前半公表予定

55
東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社

7010001079695
災害リスクマネジメント促進に係る調
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8月31日  -             7,581,600 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

56 みずほ総合研究所株式会社 5010001021403
平成30 年度 優先的検討における負担
軽減策等に関する調査・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8月31日  -            12,960,000 -
一般競争

（総合評価）

会議資料（PFI推進委員会／
事業推進部会）として順次活
用予定（平成31年2月頃（予
定）～）



－8－

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
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57 ＥＹ新日本有限責任監査法人 1010005005059
平成30年度　諸外国におけるＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ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

平成30年8月31日  -             5,400,000 -
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/pf
i_jouhou/houkoku/report/kai
gai.html

58 株式会社浜銀総合研究所 1020001015795
特定非営利活動法人における代表者
の高齢化とサービスの途絶リスクに関
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9月3日  -            10,260,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年4月頃公表予定
https://www.npo-
homepage.go.jp/toukei

59 株式会社野村総合研究所 4010001054032
民間における研究開発投資に関する
実態調査

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）　赤石　浩一

平成30年9月6日  -            22,680,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

60 一般社団法人北海道発明協会 2430005008687
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（北海
道）

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9月7日  -             1,797,581 -
一般競争

（総合評価）

平成31年6月頃公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/titeki2/tizaikyoiku.html

61
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（東北・
関東・中部）

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9月7日  -             4,877,928 -
一般競争

（総合評価）

平成31年6月頃公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/titeki2/tizaikyoiku.html

62
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

3010401011971
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（近畿）

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9月7日  -             1,399,464 -
一般競争

（総合評価）

平成31年6月頃公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/titeki2/tizaikyoiku.html

63 一般社団法人発明推進協会 4010405010498
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（中国・
四国）

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9月7日  -             2,592,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年6月頃公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/titeki2/tizaikyoiku.html

64 一般社団法人発明推進協会 4010405010498
地域・社会と協働した「知財創造教育」
に資する学習支援体制の調査（九州）

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9月7日  -             1,674,000 -
一般競争

（総合評価）

平成31年6月頃公表予定
http://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/titeki2/tizaikyoiku.html
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65 株式会社日本総合研究所 4010701026082
平成30年度　ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクショ
ンプランの推進等に関する調査・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9月7日  -            14,256,000 -
一般競争

（総合評価）

会議資料（PFI推進委員会/
計画部会）として順次活用予
定（平成31年1月頃（予定）
～）

66 三菱重工業株式会社 8010401050387
宇宙安全保障に関する技術動向等の
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

平成30年9月12日  -            10,692,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

67 株式会社日本総合研究所 4010701026082
平成３０年度　オープンイノベーション
の先導的事例と推進に関する委託調
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）　赤石　浩一

平成30年9月12日  -            16,997,018 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月公表予定

68 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
平成３０年度帰還困難区域の入域管理
に関する調査業務

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9月13日  -            43,200,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

69 株式会社インテージリサーチ 6012701004917
平成30年度 子供の貧困に関する支援
活動を行う団体の実態調査

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

平成30年9月14日  -            10,789,200 -
一般競争

（総合評価）

平成31年3月以降公表予定
https://www8.cao.go.jp/kod
omonohinkon/chousa.html

70 みずほ情報総研株式会社 9010001027685 避難所の役割についての調査検討
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9月21日  -             7,344,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年4月以降公表予定

71 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
中小企業・サービス業等の生産性向上
の取組に係る調査

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

平成30年9月21日  -            12,960,000 -
一般競争

（総合評価）
平成31年3月下旬公表予定
※内閣府HPにて

72 学校法人昭和女子大学 1010905000753
女性リーダー育成のためのモデルプロ
グラム試行実施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9月21日  -             3,207,600 -
一般競争

（総合評価）

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

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３０年度第２四半期分）

73 社会システム株式会社 1013201015327
地域少子化対策強化事業の効果検証
と事例調査

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

平成30年9月21日  -             8,024,400 - 一般競争 平成31年7月公表予定

74
大学共同利用機関法人情報・
システム研究機構

1012805001385
大学の業務データ（財務会計、人事・給
与等）の機微情報加工手法の調査

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）　赤石　浩一

平成30年9月26日  -            39,868,200 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として使用

75 株式会社インテージリサーチ 6012701004917 少子化社会対策に関する意識調査
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9月28日  -             9,180,000 - 一般競争 平成31年4月以降公表予定
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