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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 日本工営（株） 1210001011627
平成30年度国際経済活動における本
邦企業の事業継続体制等に関する調
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31年1月9日  -            20,973,600 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

2
パナソニックソリューションズ
ジャパン（株）

3010001129215
i-都市再生に資するまちづくりの各種
情報と都市再生に関するデータの整合
確認及び拡張性に関する基礎調査

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31年1月25日  -            17,787,600 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

3 （株）インテージ 3010001152563
多様で柔軟な働き方に向けた環境整備
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31年1月11日  -             6,458,400 -
一般競争

（総合評価）
令和元年夏公表予定

4 （株）マクロミル 8010001157236
消費者の行動変化に関するアンケート
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

平成31年1月22日  -             2,943,216 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

5 （株）帝国データバンク 7010401018377
多様化する働き手に関する企業の意識
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31年1月15日  -             9,386,803 -
一般競争

（総合評価）

公表予定時期（令和元年7月
～8月頃公表予定）
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai3/whitepaper.html

6 （株）野村総合研究所 4010001054032
「スーパーシティ」構想に関する海外事
例等の調査研究業務

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31年1月16日  -            41,904,000 -
一般競争

（総合評価）

動画１：平成31年３月公表
動画２：平成31年４月公表
（URL：
https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tiiki/kokusentoc/super
city.html）
報告書：部内資料として活用

7 （株）情報通信総合研究所 5010001075515
地方創生と未来技術に関する調査・分
析事業

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31年1月31日  -             5,400,000 -
一般競争

（総合評価）

https://www.kantei.go.jp/j
p/singi/sousei/meeting/m
iraigijyutu/h31-04-10-
shiryou4-11.pdf
また、部内資料として活用

8 （株）アルテップ 5011001027530
平成30年度　都市再生の推進施策の
検討に係る調査

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31年1月31日  -             7,236,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

　（府省名：内閣本府）

委託調査費の支出状況（平成３０年度第４四半期分）
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9
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 2019）

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31年1月21日  -            10,152,000 -
随意契約（不

調・不落）

URL: https://s-booster.jp
公表予定時期：2019年11月
下旬以降年内

10
一般社団法人日本老年学的評
価研究機構

5010505002857
社会的要因からアプローチする認知症
予防に関する「見える化」についての分
析研究業務

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31年2月12日  -             4,989,600 -
随意契約（性

質）
2019年秋に公表予定

11
一般財団法人日本開発構想研
究所

2010405000906
特定有人国境離島地域の産品等の改
善・販路拡大のための調査業務

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31年2月5日  -             5,940,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

12 （株）三菱総合研究所 6010001030403
平成30年度地方創生に向けた社会的
課題の解決に資するＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融
のあり方に関する調査・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31年2月7日  -             7,894,800 -
一般競争

（総合評価）

報告書を下記ＵＲＬで公表中

https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/
sdgs_kinyu_basic_way_of_thin
king.pdf

13 アクセンチュア（株） 7010401001556
クールジャパン戦略の推進に資する成
功事例等に関する分析調査

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31年2月22日  -             4,449,600 -
一般競争

（総合評価）
本年7月めど公表予定

14 （株）パスコ 5013201004656
海洋状況把握（MDA）に資する海洋情
報の地理空間情報の整備のための調
査事業

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31年2月1日  -             5,184,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

15
一般財団法人航空保安無線シ
ステム協会

6010005012249
準天頂衛星システムのICAO標準化に
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31年2月8日  -             5,400,000 -
一般競争

（総合評価）
部内資料として活用

16 （株）マクロミル 8010001157236 就業期間の長期化に関する意識調査
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31年2月27日  -             2,735,856 -
一般競争

（総合評価）

公表予定時期（令和元年7月
～8月頃公表予定）
https://www5.cao.go.jp/keiz
ai3/whitepaper.html
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17 株式会社丹青社 3010501007440
海洋文化館周辺エリアにおける海洋文
化等の普及啓発機能強化に向けた検
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31年3月8日  -             4,995,000 -
随意契約（不

調・不落）
部内資料として活用

18
株式会社オリエンタルコンサル
タンツ沖縄支社

4011001005165
平成３０年度那覇空港及び那覇バス
ターミナルにおける路線バスの利用促
進調査業務

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
後藤　一也
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

平成30年12月21日  -             9,828,000 -
一般競争

（総合評価）

令和元年6月上旬公開予定
http://www.ogb.go.jp/unyu/
9280/009966
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