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000013 04.12.08
令和元年度 平常時及び緊急時における石油需給動向等調査費事業（石油統計調査のシステム的な観点に
よる集計、出力方法等の運用方法改善に関する調査）（国庫債務負担に係るもの）（令和３年度歳出化分）
調査報告書 兼 実証報告書

株式会社日立製作
所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

5.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/040013.pdf

000670 04.12.07
令和元年度省エネルギー促進に向けた広報事業 省エネルギー性能以外の価値(NEV: Non-energy-value)
を活用した省エネルギー機器普及促進事業報告書

株式会社住環境計
画研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

14.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000670.pdf

000528 04.10.21 E010255
平成３１年度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要な基礎的技術に関する研究調
査の支援等に関する業務）（国庫債務負担行為に係るもの）報告書（２０２０年度分）

公益財団法人原子
力環境整備促進・資
金管理センター

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部放射性廃棄物
対策課

46.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/040528.pdf

000389 04.10.11 E010234
平成３１年度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要な基礎的技術に関する研究調
査の支援等に関する業務）（国庫債務負担行為に係るもの）報告書（２０２１年度分）

公益財団法人原子
力環境整備促進・資
金管理センター

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部放射性廃棄物
対策課

37.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/040389.pdf

000597 04.03.18 E009669
令和元年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査(令和２年経済産業省特定業種石油等消費
統計調査)(国庫債務負担行為に係るもの)報告書

一般社団法人経済
産業統計協会

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

86.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/300597.pdf

000605 04.03.18 E009670
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（後援名義申請デジタル化等を例とした行政手続
ＰａａＳ環境の導入実証・調査事業） 終報告書

インフォシェア株式
会社

商務情報政策局
情報プロジェクト室

12.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030605.pdf

000568 04.01.27 E009599
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（米国におけるソーシャルネットワー
クによる世論形成分析に関する調査）調査報告書

株式会社電通
通商政策局
米州課

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000568.pdf

000609 04.01.27 E009600
平成３１年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（地球温暖化問題を巡る国際動向調査（温
暖化抑制に係る取組指針の科学的根拠について））調査報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

63.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000609.pdf

000613 04.01.27 E009601
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（アジア・中東諸国の気候変動政策に関する
調査・分析）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境対策室

28.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000613.pdf

000610 03.12.03 E009568
平成３１度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（地球温暖化対策技術の分析・評価に関す
る国際連携事業）成果報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

90.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000610.pdf

000645 03.11.26 E009567
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（製品安全分野におけるデータ分析機能構築に向
けた検討調査） 終報告書

アクセンチュア株式
会社

産業保安グループ
製品安全課

4.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000645.pdf

000544 03.11.19 E009536
平成３１年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（法人共通認証基盤の運用・保守及び機能拡張
に関する実証・調査事業）調査報告書

NTTコミュニケーショ
ンズ株式会社

商務情報政策局
情報プロジェクト室

14.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000544.pdf

000562 03.11.19 E009537 令和元年度安全保障貿易管理対策事業（我が国における重要鉱物の流通管理高度化調査）
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

5.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000562.pdf

000298 03.11.12 E009505 令和元年度中小企業実態調査事業（金融機関の中小企業支援についての調査・分析事業）　報告書
みずほ情報総研株
式会社

中小企業庁
事業環境部金融課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000298.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000298-1.zip

000503 03.11.12 E009507
令和元年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ミッション・イノベーションを通じた国際連携に関
する取組等調査） 終報告書

デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

産業技術環境局
エネルギー・環境イノベーション
戦略室

5.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000503.pdf

000561 03.11.12 E009506
平成３１年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（サイバー空間におけるつながりの信頼性確保
に関する調査）調査報告書

株式会社日立製作
所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

33 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000561.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000561-1.zip

000624 03.11.04 E009496
平成３１年度中小企業実態調査（中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する調査事業）調査報
告書

凸版印刷株式会社
中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000624.pdf

000498 03.10.29 E009471 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＲｅｇＴｅｃｈ/ＳｕｐＴｅｃｈに関する調査及び啓発活動）
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務・サービスグループ
商取引監督課

5.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000498.pdf

000499 03.10.29 E009472
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（諸外国におけるクレジットカード等に関する規制と
国内事業者の与信審査等の実態に関する調査）

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務・サービスグループ
商取引監督課

7.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000499.pdf
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000518 03.10.29 E009452
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(緊急時の電力・ガス等の安定供給におけ
る早期復旧に向けた調査事業)報告書

株式会社富士通総
研

大臣官房総務課
危機管理・災害対策室

2,7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000518.pdf

000580 03.10.29 E009473
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ブラジル国南部リオグランデ
ドスル州における低品位炭及びバイオマスのガス化による地産地消型化学原料製造事業の実施可能性調
査）調査報告書

株式会社ＩＨＩ
資源エネルギー庁
資源・燃料部石炭課

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000580.pdf

000611 03.10.29 E009454
令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（環境と成長の好循環を目指すビジネス
主導の国際展開のための国内CEFIA 検討会事業）報告書

三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式
会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

3.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000611.pdf

000612 03.10.29 E009453
令和元年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費(地球温暖化問題を巡る国際動向調査
（産業セクターにおける排出削減策の調査研究））

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境対策室

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000612.pdf

000618 03.10.29 E009455
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外のエネルギー動向に関する調査・
分析）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課

4.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000618.pdf

000623 03.10.29 E009456
令和元年度産業経済研究委託事業（中小企業・小規模事業者の取組事例等に関する調査事業） はばたく２
０２０　中小企業・小規模事業者３００社

一般社団法人東京
都中小企業診断士
協会

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

235 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000623.pdf

000627 03.10.29 E009457
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（ＬＮＧ市場の柔軟性向上に向けた課題及び対応策に関
する調査等）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油・天然ガス課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000627.pdf

000541 03.10.13 E009441
令和元年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（ビルシステムのサイバーセキュリティ高度化に
向けた調査）調査報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

5.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000541.pdf

000543 03.10.13 E009445
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（法人共通認証基盤の機能追加に関する実証・調
査事業）調査報告書

NTTコミュニケーショ
ンズ株式会社

商務情報政策局
情報プロジェクト室

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000543.pdf

000550 03.10.13 E009446 令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（IMI情報共有基盤推進事業）報告書
株式会社アスコエ
パートナーズ

商務情報政策局
情報プロジェクト室

7.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000550.pdf

000586 03.10.13 E009447
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インフラ・システム輸出基盤調
査）報告書

株式会社野村総合
研究所

貿易経済協力局
貿易振興課

46.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000586.pdf

000604 03.10.13 E009448
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 インバウンドとアウトバウンドの好循
環創出に向けた調査研究報告書

株式会社早稲田大
学アカデミックソ
リューション

商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

29.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000604.pdf

000629 03.10.13 E009449 平成３１年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング事業 終報告書
株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部消費税転嫁対策室

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000629.pdf

000644 03.10.13 E009450
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電子商取引における製品安全の確保に関する動向
調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

産業保安グループ
製品安全課

10 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000644.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000644-1.zip

000267 03.9.17 E009396 平成３１年度二酸化炭素貯留適地調査事業委託業務報告書
日本ＣＣＳ調査株式
会社

産業技術環境局
環境政策課地球環境対策室

124 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030267.pdf

000567 03.9.17 E009403 令和元年度化学物質安全対策（有害性情報に関する調査）
一般社団法人産業
環境管理協会

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

285 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000567.pdf

000581 03.9.17 E009404
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査「インドにおける電動自動車普及政策に関する調
査・分析」調査報告書

日鉄総研株式会社
製造産業局
自動車課

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000581.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000581-1.zip

000592 03.9.17 E009405
令和元年度産業標準化推進事業委託費 戦略的国際標準化加速事業 国際ルールインテリジェンスに関する
調査（世界BOSAIフォーラムにおける地産地防のフレームの国際標準化提案に向けた調査）調査報告書

東北大学災害科学
国際研究所

経済産業政策局
産業創造課

7.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000592.pdf

000602 03.9.17 E009406
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（我が国企業による
インフラの海外展開促進調査事業（インド・再生可能エネルギー大量導入を考慮した需給運用・系統運用の
安定化システムの導入可能性調査））調査報告書

東京電力パワーグ
リッド株式会社

資源エネルギー庁
長官官房国際課海外エネル
ギーインフラ室

12.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000602.pdf

000521 03.9.3 E009372
令和元年度原子力の利用状況等に関する調査事業（多核種除去設備等処理水の処分技術等に関する調査
研究）調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力発電所
事故収束対応室

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000521.pdf
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000606 03.9.3 E009373 令和元年度産業経済研究委託事業（組織と人の変革を踏まえた雇用・労働政策に関する調査）調査報告書
デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

経済産業政策局
産業人材政策室

2.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000606.pdf

000634 03.9.3 E009374
令和元年度経済産業政策第四次産業革命関係調査事業「企業における経営戦略としての人材戦略及び本
質的分野における学びの促進に関する調査」報告書

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

経済産業政策局
産業人材政策室

32.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000634.pdf

000635 03.9.3 E009378 令和元年度産業経済研究委託事業（外国人留学生の国内就職促進に係る調査）報告書
EY新日本有限責任
監査法人

経済産業政策局
産業人材政策室

8.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000635.pdf

000558 03.8.25 E009328
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（組織運営・経営戦略
動向に関する調査事業））調査報告書（業務集約化）

マーサージャパン株
式会社

大臣官房
秘書課

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000558.pdf

000559 03.8.25 E009329
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（組織運営・経営戦略
動向に関する調査事業））調査報告書（人事評価）

マーサージャパン株
式会社

大臣官房
秘書課

0.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000559.pdf

000565 03.8.25 E009330
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（高齢者行動データライブラリを活用したセイフティ・
バイ・デザイン促進事業）報告書

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

産業保安グループ
製品安全課

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000565.pdf

000575 03.8.25 E009310
平成３１年度製造基盤技術実態等調査事業（クラシックカー等の活用実態を通じた自動車市場の活性化策
の検討に係る調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
自動車課

40.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000575.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000575-1.zip

000576 03.8.25 E009319
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（【アフリカ】アフリカにおける中堅中
小企業のビジネス可能性に関する調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

通商政策局
アフリカ室

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000576.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000576-1.zip

000582 03.8.25 E009311
令和元年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（CASE 時代を見据えた国内
外技術動向調査）調査報告書（公開版）

アーサー・ディ・リト
ル・ジャパン株式会
社

製造産業局
自動車課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000582.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000582-1.zip

000584 03.8.25 E009331
令和元年度産業経済研究委託事業（商品・サービスの高付加価値・高価格販売化の取組事例に関する調査
事業）事業報告書

株式会社三菱総合
研究所

経済産業政策局
産業創造課

1.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000584.pdf

000585 03.8.25 E009332
令和元年度中小企業実態調査事業（中小企業・小規模事業者の経営課題等に関する研究委託事業）報告
書

みずほ情報総研株
式会社

中小企業庁
長官官房総務課

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000585.pdf

000593 03.8.25 E009312
令和元年度産業経済研究委託事業経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（日本の創造性向上に
係る調査研究）報告書

株式会社富士通総
研

経済産業政策局
産業創造課

7.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000593.pdf

000607 03.8.25 E009313
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（デジタル化時代における諸外国の
労働政策動向に関する調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局
産業人材政策室

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000607.pdf

000608 03.8.25 E009314
令和元年度中小企業支援施策及び行政手続電子申請に係る情報提供サービスの高度化実証事業調査報
告書

株式会社共立アイコ
ム

中小企業庁
長官官房広報相談室

0.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000608.pdf

000614 03.8.25 E009315
令和元年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（各国の気候変動政策に関する調査・分
析）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境対策室

5.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000614.pdf

000616 03.8.25 E009316
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業エネルギー・レジリエンスに関する調
査・分析 終報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課調査広報室

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000616.pdf

000617 03.8.25 E009317
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 （世界のエネルギー関連企業の気候変動
問題への対応に関する情報開示動向等調査）  調査報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
長官官房総務課調査広報室

2.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000617.pdf

000639 03.8.25 E009333
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（カンボジア王国・
電力系統運用技術とサイバーセキュリティ技術に関する日本仕様の教育プログラム展開による我が国の電
力制御システム等導入実施可能性調査事業）報告書（日本語版）

TEPCO IEC株式会
社

商務情報政策局
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ課

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030639.pdf

000640 03.8.25 E009334
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（カンボジア王国・
電力系統運用技術とサイバーセキュリティ技術に関する日本仕様の教育プログラム展開による我が国の電
力制御システム等導入実施可能性調査事業）報告書（英語版）

TEPCO IEC株式会
社

商務情報政策局
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ課

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000640.pdf
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000643 03.8.25 E009320
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（世界情勢の変化を踏まえた国際
ルールに関する調査）報告書

アンダーソン・毛利・
友常法律事務所

通商政策局
通商戦略室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000643.pdf

000648 03.8.25 E009321
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（再生可能エネルギーの導入可能量及び
電力系統整備の費用対効果等に係る基礎調査）報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000648.pdf

000650 03.8.25 E009318 令和元年度中小企業支援プラットフォーム構築事業データ分析基盤構築に係る実証事業調査報告書
富士ゼロックス株式
会社

中小企業庁
長官官房総務課

13.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000650.pdf

000653 03.8.25 E009322
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 ロボット関連技術及びロボット利活
用にかかる教育の実態並びに我が国の教材・カリキュラムの策定に向けた調査事業調査報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

製造産業局
産業機械課ロボット政策室

13.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000653.pdf

000659 03.8.25 E009323
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（大阪トラック関連イベント運営業務
一式）報告書DFFT：Paths Towards Free and Trusted Data Flows

WORLD ECONOMIC
FORUM

通商政策局
国際経済課

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000659.pdf

000211 03.8.20 E009283
令和元年度「高圧ガス等技術基準策定研究開発事業（停電復旧見通しの精緻化・情報共有システム等整備
事業）」開発報告書

一般財団法人電力
中央研究所
株式会社パスコ

産業保安グループ
電力安全課

41.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000211.pdf

000212 03.8.20 E009284
令和元年度大企業人材等の地方活躍推進事業（地域の中核企業による人材確保手法等の調査分析）報告
書

有限責任監査法人
トーマツ

地域経済産業グループ
地域経済産業政策課

16.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030212.pdf

000241 03.8.20 E009285 令和元年度補正認知症共生等を通じた予防・健康づくり基盤整備事業 調査報告書
株式会社日本総合
研究所

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

1.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030241.pdf

000331 03.8.20 E009295
令和元年度 平常時及び緊急時における石油需給動向等調査費事業 (石油統計調査のシステム的な観点
による集計、出力方法等の運用方法改善に関する調査）（国庫債務負担に係るもの）(令和２年度歳出化分)
調査報告書 兼 実証報告書

株式会社日立製作
所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030331.pdf

000354 03.8.20 E009296
令和元年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可能
エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書

三重県、四日市市
一般社団法人日本
太陽光発電検査技
術協会

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

3.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030354.pdf

000387 03.8.20 E009299
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（電気事業者に係る申請業務等の標準化に向け
た業務実態調査） 終報告書

アクセンチュア株式
会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課

13.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000387.pdf

000097 03.7.15 E009201
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業　国際原油市場等を取り巻く環境や市場動向と価格形成
に影響を与える諸要因に関する調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000097.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000097-1.zip

000510 03.7.15 E009202 令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（国内石油製品取引慣行等に関する実態調査）報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

4.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000510.pdf

000511 03.7.15 E009203
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（産業用燃料
納入価格調査・民生用灯油小売価格調査））調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

2.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000511.pdf

000512 03.7.15 E009204
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（全国規模価
格モニタリング調査（石油製品小売市況調査・石油製品卸売市況調査）））調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

6.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000512.pdf

000546 03.7.15 E009205
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（小規模自治体をフィールドとした教育分野におけ
る行政保有データの利活用に関する調査研究）事業報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報プロジェクト室

17.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030546.pdf

000548 03.7.15 E009206
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（経済産業省のデジタルトランスフォーメーション
に関する広報の実施）事業実施報告書

株式会社NTTデータ
経営研究所

商務情報政策局
情報プロジェクト室

33.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000548.pdf

000563 03.7.15 E009214
平成３１年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 （次世代の消費・流通の在り方に関する調査）報告
書

株式会社野村総合
研究所

商務サービスグループ
消費・流通政策課

18.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000563.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000563-1.zip

000588 03.7.15 E009207 令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（産業保安表彰等）報告書
株式会社NTTデータ
経営研究所

産業保安グループ
保安課

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000588.pdf
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000601 03.7.15 E009208
令和元年度国際エネルギー情勢調査エネルギー転換に関する日独変革評議会およびエネルギーイノベー
ション政策に関する日英評議会（仮称）に係る事業調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

31.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000601.pdf

000615 03.7.15 E009209
令和元年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（技術革新によるエネルギー需要変化に
関する国際モデル比較国際連携事業）成果報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000615.pdf

000636 03.7.15 E009210 令和元年度産業経済研究委託事業（個人事業主・フリーランスの実態に関する調査）　報告書
株式会社三菱総合
研究所

経済産業政策局
産業人材政策室

4.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000636.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000636-1.zip

000641 03.7.15 E009211
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託（CEFIA立ち上げに向けた戦略策定に係る調
査）調査報告書【概要版】

PwCコンサルティン
グ合同会社

産業技術環境局
地球環境連携室

42.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000641.pdf

000649 03.7.15 E009212 令和元年度中小企業・小規模事業者の事例・支援制度検索サービスの高度化に係る調査事業報告書 株式会社マイスター
中小企業庁
長官官房総務課デジタル・トラン
スフォーメーション室

3.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000649.pdf

000654 03.7.15 E009213 令和元年度イノベーションプロセスにおける専門人材の戦略的活用事業 終報告書（概要版）
有限責任監査法人
トーマツ

関東経済産業局
地域経済部産業技術革新課

4.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000654.pdf

000175 03.6.4 E009066 令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油ガス国際市場調査）
一般財団法日本人
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030175.pdf

000574 03.6.4 E009067
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 既存住宅のZEH化推進に向けた調査報
告書

株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

7.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000574.pdf

000583 03.6.4 E009068
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（スマートシティにおけるデータ流通
に係る調査研究） 終報告書

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

大臣官房
第四次産業革命政策室

16 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000583.pdf

000589 03.6.4 E009069
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（スマートシティ等分野における
標準化動向調査）

株式会社野村総合
研究所

貿易経済協力局
貿易振興課

18.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000589.pdf

000590 03.6.4 E009070
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（２０２０年以降のインフラ輸出
政策及び次期KPIに係る調査） 終報告書

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

貿易経済協力局
貿易振興課

14 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000590.pdf

000599 03.6.4 E009071 令和元年度地域経済産業活性化対策調査（沖縄県内における産業用地の状況調査）調査報告書（概要版）
株式会社ゼンリンイ
ンターマップ

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課

0.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030599.pdf

000600 03.6.4 E009072 令和元年度地域経済産業活性化対策調査（沖縄県内における産業用地の状況調査）調査報告書
株式会社ゼンリンイ
ンターマップ

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000600.pdf

000619 03.6.4 E009073
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる 国際経済調査事業 （電子商取引に関する市場調査）
報告書

株式会社大和総研
商務情報政策局
情報経済課

15 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030619.pdf

000620 03.6.4 E009074
令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタル市場に係るルール整備の在り方に
関する調査）調査報告書

森・濱田松本法律事
務所

商務情報政策局
情報経済課

40 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000620.pdf

000621 03.6.4 E009075
令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引及び情報財取引等についての
在るべきルールに関する調査研究）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
情報経済課

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000621.pdf

000625 03.6.4 E009076
令和元年度地方創生支援委託費「基礎自治体とのパートナーシップ強化による産業振興の方策に関する調
査」報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中部経済産業局
総務企画部企画課

11.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000625.pdf

000626 03.6.4 E009077 平成３１年度中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォーム構築・調査事業報告書 株式会社電通
中小企業庁
事業環境部企画課

22.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000626.pdf

000023 03.6.1 E009167 平成３１年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業（制度・事業環境整備）　事業報告書
一般財団法人海外
産業人材育成協会

貿易経済協力局
技術・人材協力課

5.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000023.pdf

000497 03.6.1 E009056 平成３１年度グローバル・スタートアップ・エコシステム連携強化事業　報告書
みずほ情報総研株
式会社

経済産業政策局
新規事業創造推進室

12.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000497.pdf

5 / 28 ページ



管理番号 掲載日
ファイル
コード

委　託　調　査　報　告　書　名 委託事業者名 担当課室名
PDF・ZIP

容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書） ＨＰアドレス（データ）

平成３１年度・令和元年度　委託調査報告書　ＨＰ掲載一覧

000523 03.6.1 E009153
平成３１年度安全保障貿易管理対策事業（対内直接投資規制対策事業（外国投資ファンド等の動向調査））
に関する報告書

株式会社アイ・アー
ル　ジャパン

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課　国際投資管理室

7.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000505.pdf

000523 03.6.1 E009154
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業「商品先物取引に関する委託者等の実態調査」　報
告書

株式会社リサーチ
ワークス

商務・サービスグループ
商取引監督課

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000523.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000523-1.zip

000529 03.6.1 E009155 令和元年度予備費遠隔健康相談事業報告書 株式会社Mediplat
商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000529.pdf

000530 03.6.1 E009156 令和元年度予備費遠隔健康相談事業報告書
LINEヘルスケア株式
会社

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

0.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000530.pdf

000533 03.6.1 E009157
令和元年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島の復興状況の周知及び交流人口拡大に関する広
報・調査）報告書

株式会社文友舎
福島復興推進グループ
福島広報戦略・風評被害対応室

20.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000533.pdf

000557 03.6.1 E009158 令和元年度化学物質安全対策（フロン類及び指定製品の製造業者等に関する調査）報告書
（株）野村総合研究
所

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保護
等推進室

0.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000557.pdf

000578 03.6.1 E009159 令和元年度化学物質安全対策（化審法におけるリスク評価の加速化等に関する調査）報告書 いであ株式会社
製造産業局
化学物質管理課化学物質安全
室

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000578.pdf

000579 03.6.1 E009160
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業　2040年における未来の健康・医
療・福祉分野の重点分野に関する調査　調査報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

商務情報政策局
商務・サービスグループ　ヘルス
ケア産業課　医療・福祉機器産
業室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000579.pdf

000594 03.6.1 E009161
令和元年度地球温暖化問題等対策調査 （地球温暖化問題を巡る国際動向調査 （気候変動枠組条約（ＵＮＦ
ＣＣＣ）））  調査報告書

一般財団法人電力
中央研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

6.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000594.pdf

000595 03.6.1 E009162
平成３１年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＣＤＭの運用に係る方法論及び信任に関する調
査）　報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000595.pdf

000596 03.6.1 E009163
令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携事業（航空機産業及びその周辺産業における中小企業のあるべ
き姿と政策の方向性調査）

株式会社野村総合
研究所

製造産業局
航空機武器宇宙産業課航空機
部品・素材産業室

7.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000596.pdf

000597 03.6.1 E009164 令和元年度ものづくり中小企業事業化支援調査委託事業（サポイン事業発信力支援事業）
株式会社日本コンサ
ルタントグループ

東北経済産業局
地域経済部産業技術課

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030597.pdf

000603 03.6.1 E009165
令和元年度国際エネルギー情勢調査（エネルギー情勢の変化に対する我が国及びアジア地域における石
油備蓄の実効性分析）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000603.pdf

000605 03.6.1 E009166
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等（ガス機器の海外規格との整合化検討のための安全性能
確認事業）報告書

一般財団法人 日本
ガス機器検査協会

産業保安グループ
製品安全課

26.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000605.pdf

000495 03.5.21 E009025
平成３１年度安全保障貿易管理対策事業委託事業（中小企業アウトリーチ事業（営業秘密漏えい対策））調
査報告書

独立行政法人日本
貿易振興機構

経済産業政策局
知的財産政策室

0.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000495.pdf

000496 03.5.21 E009026
平成３１年度安全保障貿易管理対策事業委託事業（中小企業アウトリーチ事業（営業秘密漏えい対策））中
国における営業秘密管理マニュアル

独立行政法人日本
貿易振興機構

経済産業政策局
知的財産政策室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000496.pdf

000506 03.5.21 E009027
平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施事業（グリーンエネルギーCO2削
減相当量認証制度運営事業）事業報告書

デロイト　トーマツ
コンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課再生可能エネル
ギー推進室

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000506.pdf

000507 03.5.21 E009028
平成３１年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（再生可能エネルギーの固定価格
買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析等業務）成果報告書

デロイト　トーマツ
コンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課再生可能エネル
ギー推進室

2.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000507.pdf
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000517 03.5.21 E009029
平成３１年度放射性廃棄物共通技術調査等事業（放射性廃棄物に係る重要な基礎的技術に関する研究調
査の支援等に関する業務）（国庫債務負担行為に係るもの）報告書（2019年度分）

公益財団法人原子
力環境整備促進・資
金管理センター

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部放射性廃棄物
対策課

42.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000517.pdf

000571 03.5.21 E009030 令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業(決済に関するアンケート調査)調査報告書
株式会社帝国データ
バンク

中小企業庁
事業環境部取引課

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000571.pdf

000573 03.5.21 E009031 令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業(取引条件改善状況調査)調査報告書
株式会社帝国データ
バンク

中小企業庁
事業環境部取引課

11.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000573.pdf

000482 03.4.28 E008953
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（バイオベンチャーの特性を踏まえた、非財務情報に
基づく企業価値評価と上場制度の設計のあり方に関する調査）報告書

株式会社日本総合
研究所

商務・サービスグループ
生物化学産業課

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000482.pdf

000485 03.4.28 E008954
令和元年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業（福井県若狭地域における観光ビジネスを核と
する新たな地域経済システムの構築に向けた調査事業）報告書

株式会社JTB総合
研究所

近畿経済産業局
資源エネルギー環境部電力・ガ
ス事業課

10.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000485.pdf

000486 03.4.28 E008955
令和元年度新コンテンツ創造環境整備事業（ｅスポーツに係る市場規模等調査分析事業）　　　日本のeス
ポーツの発展に向けて　～更なる市場成長、社会的意義の観点から～

一般社団法人日本e
スポーツ連合

商務情報政策局
コンテンツ産業課

34.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030486.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030486-1.zip

000491 03.4.28 E008956
令和元年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（木質・農産物等バイオマス発電事
業の実態の確認に係る調査）成果報告書

一般社団法人日本
木質バイオマスエネ
ルギー協会

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課再生可能エネル
ギー推進室

17.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000491.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000491-1.zip

000492 03.4.28 E008975
令和元年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（固定価格買取制度の事業実施状
況等の確認に関する調査）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課再生可能エネル
ギー推進室

14.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000492.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000492-1.zip

000526 03.4.28 E008976 令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（印刷産業における取引環境実態調査） 調査報告書
株式会社ローランド・
ベルガー

商務情報政策局
コンテンツ産業課

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000526.pdf

000535 03.4.28 E008979
令和元年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島への若者の定着促進に向けた広報・調査事業）成
果報告書

株式会社日経BP
福島復興推進グループ
福島広報戦略風評被害対応室

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000535.pdf

000536 03.4.28 E008980 令和元年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島の復興状況の周知広報事業） 終報告書 株式会社MATCHA
福島復興推進グループ
福島広報戦略・風評被害対応室

6.4 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000536.pdf

000537 03.4.28 E008967
令和元年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（ソフトウェアを安全に利活用するための基盤構
築に向けた調査）調査報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

5.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000537.pdf

000538 03.4.28 E008968
令和元年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（スマートホームのサイバーセキュリティ確保に
向けた調査）調査報告書

一般社団法人電子
情報技術産業協会

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000538.pdf

000539 03.4.28 E008969
令和元年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業（フィジカル空間とサイバー空間のつながりの信
頼性確保のためのセキュリティ対策に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

3.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000539.pdf

000540 03.4.28 E008970
令和元年度サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業 先進的手法を用いた脆弱性検証に関する調査
報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

2.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000540.pdf

000549 03.4.28 E008971
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（法人データ交換基盤の構築・運用に関する実
証・調査事業）調査報告書

株式会社日立社会
情報サービス

商務情報政策局
情報プロジェクト室

6.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000549.pdf

000555 03.4.28 E008972 令和元年度化学物質安全対策（インベントリ関連調査）報告書
株式会社リベルタ
ス・コンサルティング

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保護
等推進室

2.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000555.pdf

000556 03.4.28 E008973 令和元年度化学物質安全対策（業務用冷凍空調機器等の使用時漏えい量に関する実態調査）報告書
株式会社野村総合
研究所

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保護
等推進室

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/030556.pdf
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000564 03.4.28 E008974 令和元年度中小企業支援調査（製造業における外国人材受入れ支援事業）事業報告書
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

製造産業局
総務課

4.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000564.pdf

000509 03.4.27 E008957
令和元年度産業経済研究委託事業（地域における経済環境及び地域経済産業政策の在り方に関する調
査）報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

地域経済産業グループ
地域経済産業調査室

17.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000509.pdf

000515 03.4.27 E008958
令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報
告書

一般財団法人 省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課国際室

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000515.pdf

000516 03.4.27 E008959
令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネ等ビジネス世界展開促進事
業）調査報告書

一般財団法人 省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課国際室

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000516.pdf

000519 03.4.27 E008960 令和元年度産業技術調査事業（研究開発税制等の今後の在り方に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000519.pdf

000520 03.4.27 E008961 令和元年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書 ＫＰＭＧ税理士法人
産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

3.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000520.pdf

000522 03.4.27 E008962
令和元年度原子力の利用状況等に関する調査（廃炉・汚染水対策に係る情報の伝搬経路等に関する調査
研究）調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力発電所
事故収束対応室

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000522.pdf

000524 03.4.27 E008963
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（洋上風力発電の認定に係る費用分析等
支援業務）　報告書

PwCアドバイザリー
合同会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

7.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000524.pdf

000525 03.4.27 E008964
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（キャッシュレスを起点とする金流・
商流・物流のデータ利活用に係わる調査事業）報告書キャッシュレスビジョン外伝キャッシュレスから始める
データ利活用～地域と中小企業編～

株式会社野村総合
研究所

商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室

3.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000525.pdf

000527 03.4.27 E008977
令和元年度　商取引適正化・製品安全に係る事業（製品の経年劣化事故発生状況及び対策の検証事業）調
査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング

産業保安グループ
製品安全課　製品事故対策室

6.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000527.pdf

000528 03.4.27 E008978
令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（日中省エネルギー等・環境ビジネス
推進事業）報告書

一般財団法人 日中
経済協会

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課国際室

3.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000528.pdf

000531 03.4.27 E008965 令和元年度火薬類事故防止対策、火薬類国際化対策事業（火薬類事故防止対策事業）報告書
公益社団法人 全国
火薬類保安協会

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

12.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000531.pdf

000532 03.4.27 E008966 令和元年度火薬類事故防止対策、火薬類国際化対策事業（火薬類国際化対策事業）報告書
公益社団法人 全国
火薬類保安協会

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

5.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000532.pdf

000493 03.4.22 E008931 令和元年度ビッグデータを活用した新指標開発事業（短期の販売・生産動向把握）報告書
株式会社インテージ
リサーチ

大臣官房
調査統計グループ調査分析支
援室

8.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000493.pdf

000494 03.4.22 E008932
令和元年度産業経済研究委託事業 地域と企業の持続的共生に向けた、地域と中堅・中小企業の具体的な
在り方及び課題解決の成果の効果的な波及方法検討のための調査　調査報告書

一般財団法人　日本
総合研究所

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課

3.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000494.pdf

000500 03.4.22 E008933 令和元年度中小企業の海外展開事業収益化促進政策の検討に関する調査事業報告書
株式会社ケンドマネ
ジメント

中小企業庁
経営支援部創業・新事業促進課
海外展開支援室

8.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000500.pdf

000501 03.4.22 E008934
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（インド製造業の人材育成に関する
調査）報告書

株式会社パソナ
貿易経済協力局
　技術・人材協力課

1.3 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000501.pdf

000502 03.4.22 E008935
令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 （新規事業創出の促進に向けた大企業人材の流動化に
係る調査）

株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局
産業創造課

5.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000502.pdf

000504 03.4.22 E008936
令和元年度安全保障貿易管理対策事業（対内直接投資規制対策事業（諸外国における投資環境動向調
査））報告書

ホワイト＆ケースＬＬ
Ｐ

貿易経済協力局
　貿易管理部 安全保障貿易管
理政策課　国際投資管理室

1.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000504.pdf

000513 03.4.22 E008937
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（平成３０年度実績に基づく低炭素社会実行
計画の削減効果評価等事業）調査報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
環境経済室

5.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000513.pdf
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000514 03.4.22 E008938
令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減
貢献量の見える化に関する調査事業）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境経済室

3.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000514.pdf

000471 03.4.20 E008924
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（【中国】中国における事業環境に関
する分析）調査報告書

一般財団法人日中
経済協会

通商政策局
北東アジア課

3.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000471.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000471-1.zip

000478 03.4.20 E008925
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（再生可能エネルギー主力電源化に向けた電力
分野のサイバーセキュリティに関する海外連携のあり方等調査事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力産業・市
場室

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000478.pdf

000481 03.4.20 E008926
令和元年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（撤去工法の検討等を評価するため
の委員会運営等に係るもの）報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー新エネルギー部新
エネルギー課

0.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000481.pdf

000487 03.4.20 E008929
令和元年度産業経済研究委託事業（諸外国等における課税の動向等及び日本企業の税務対応状況等に
係る調査研究事業）

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

経済産業政策局
企業行動課

6.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000487.pdf

000488 03.4.20 E008927
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油製品荷卸し時のコンタミ事故防止対応等検討調査）
報告書　概要版

株式会社価値総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

1.5 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000488.pdf

000489 03.4.20 E008930
令和元年度中小企業取引適正化対策事業（映画制作現場の実態に関する調査）映画制作の未来のための
検討会報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

商務情報政策局
コンテンツ産業課

4.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000489.pdf

000490 03.4.20 E008928
令和元年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務
（再生可能エネルギー発電設備の費用報告データ分析業務）
報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

2.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000490.pdf

000099 03.2.18 E008904
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業（世界的な石油・天然ガス・石炭関連企業の気候変動対
策への投資動向等調査）調査報告書

デロイト　トーマツ
コンサルティング合
同会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000099.pdf

000333 03.2.18 E008905
平成３１年度「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：トラックの隊列走行の社
会実装に向けた実証」報告書

豊田通商株式会社
製造産業局
自動車課

54.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000333.pdf

000469 03.2.18 E008906 令和元年度産業技術調査事業（産総研第５期中長期目標策定に向けた国研の在り方に関する調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
産業技術総合研究所室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000469.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000469-1.zip

000472 03.2.18 E008907
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（我が国産業・企業の
競争力を踏まえた今後の経済産業政策の方向性に関する分析調査））報告書

株式会社帝国データ
バンク

経済産業政策局
産業構造課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000472.pdf

000473 03.2.18 E008908
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（第四次産業革命時
代におけるヘルスケアサービス提供分野のデジタルトランスフォーメーションに関する調査研究））調査報告
書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

経済産業政策局
産業構造課

38.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000473.pdf

000474 03.2.18 E008909
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（疾病・介護予防に関
する実証事業の実証手法等に関する調査研究））報告書

みずほ情報総研株
式会社

経済産業政策局
産業構造課

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000474.pdf

000407 03.1.29 E008897 令和元年度原子力の利用状況等に関する調査（国内外の原子力政策動向に関する調査）
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策課

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000407.pdf

000431 03.1.29 E008898
令和元年度産業経済研究委託事業（企業の長期成長に向けた資金調達環境の在り方に関する調査検討）
調査報告書

アクセンチュア株式
会社

経済産業政策局
産業資金課

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000431.pdf

000452 03.1.29 E008899
令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内における環境価値
取引市場の動向調査）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000452.pdf

000453 03.1.29 E008900
令和元年度産業経済研究委託費（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業（グローバル市場獲得と標
準化活動等との関連性に関する調査））報告書

エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ
株式会社

産業技術環境局
基準認証政策課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000453.pdf

000454 03.1.29 E008901
令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子デバイス産業及びその関連産業におけ
る市場動向及び政策動向調査）報告書

Informa UK Limited
商務情報政策局
情報産業課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000454.pdf

000461 03.1.29 E008902
令和元年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可能
エネルギー推進事業（太陽光発電））事業報告書

エコリンクス株式会
社,京都府

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000461.pdf
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000464 03.1.29 E008903
令和元年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル推進調査＜再商品化義務履行状況及び使用
合理化状況調査＞）報告書

株式会社ダイナック
ス都市環境研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000464.pdf

000455 03.1.28 E008892
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（分散型エネルギーリソースを活用したア
グリゲーションビジネスに関する国内制度構築等に関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000455.pdf

000459 03.1.28 E008893
平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット制度運営
等業務）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境政策課環境経済室

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000459.pdf

000460 03.1.28 E008894
平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（個人向け補助事業に係
るプログラム型プロジェクトの運営・管理）調査報告書

環境経済株式会社
産業技術環境局
環境政策課環境経済室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000460.pdf

000462 03.1.28 E008895
平成３１年度皮革産業振興対策調査等（日本製革製履物の海外PR等のための海外見本市出展）事業成果
報告書

伊藤忠ファッションシ
ステム株式会社

製造産業局
生活製品課

22.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000462.pdf

000465 03.1.28 E008896
平成３１年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル可能量等実態調査及び容器包装識別表示
検討調査）報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

産業技術環境局
資源循環経済課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000465.pdf

000181 03.1.21 E008882
令和元年度安全保障貿易管理対策事業（産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導
支援等の専門家派遣事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000181.pdf

000332 03.1.21 E008883
平成３１年度「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：専用空間における自動走
行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」成果報告書

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

製造産業局
自動車課

105.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000332.pdf

000427 03.1.21 E008885
令和元年度九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業及び食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事
業　食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事業　九州の「食」の輸出戦略報告書（概要版）

公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局
産業部農林水産業成長産業化
支援室

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000427.pdf

000428 03.1.21 E008886
令和元年度九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業及び食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事
業　食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事業　九州の「食」の輸出戦略報告書

公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局
産業部農林水産業成長産業化
支援室

23.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000428.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000428-1.zip

000441 03.1.21 E008884 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（生物多様性総合対策事業）委託事業報告書
一般財団法人バイ
オインダストリー協
会

商務・サービスグループ
生物化学産業課

15.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000441.pdf

000444 03.1.21 E008887
令和元年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（国際ルールインテリジェンス
に関する調査（電動航空機のルール形成（国際標準化含む）戦略に係る調査研究））調査報告書

一般財団法人日本
航空機開発協会

製造産業局
航空機武器宇宙産業課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000444.pdf

000446 03.1.21 E008888
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査等（バイオ燃料を中心とした我が国の燃料政策の在り方に関
する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000446.pdf

000447 03.1.21 E008889
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査等（バイオ燃料等のライフサイクルGHG排出量算定に関する調
査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000447.pdf

000449 03.1.21 E008890
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(我が国におけるサービスデザインの効果的な導入
及び実践の在り方に関する調査研究)報告書

株式会社コンセント
商務・サービスグループ
クールジャパン政策課デザイン
政策室

67.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000449.pdf

000209 02.12.24 E008872 平成31年度休廃止鉱山における坑廃水処理の高度化調査研究事業報告書
独立行政法人石油
天然ガス・金属鉱物
資源機構

産業保安グループ
鉱山･火薬類監理官付

72.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000209.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000209-1.zip

000382 02.12.24 E003873 令和元年度中小企業実態調査事業（「経営者保証に関するガイドライン」活用状況調査）調査報告書
株式会社帝国データ
バンク

中小企業庁
事業環境部金融課

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000382.pdf

000399 02.12.24 E008874
令和元年度化学物質安全対策（化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する調査)報
告書

一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課化学物質安全
室

44.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000399.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000399-1.zip

000401 02.12.24 E008875 令和元年度化学物質安全対策（化管法の見直しに関する調査）報告書
株式会社野村総合
研究所

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000401.pdf

000424 02.12.24 E008876
令和元年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査費事業（石油統計調査のシステム的な観点に
よる集計、出力方法等の運用方法改善に関する調査）（国庫債務負担に係るもの） 調査報告書兼実証報告
書

株式会社日立製作
所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000424.pdf
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000425 02.12.24 E008877 令和元年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査(緊急時運用に関する調査）
株式会社サーベイリ
サーチセンター

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

10.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000425.pdf

000429 02.12.24 E008878 令和元年度企業の雇用状況等に関する調査研究調査報告書
株式会社リベルタ
ス・コンサルティング

中小企業庁
事業環境部企画課

13.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000429.pdf

000430 02.12.24 E008879 平成３１年度産業技術調査事業（国内外の産業技術をめぐる動向の調査）調査報告書
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
技術政策企画室

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000430.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000430-1.zip

000245 02.12.10 E008855
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業における効果的な情報発信、事業化支援の在
り方等に関する調査事業）調査報告書

PwCコンサルティン
グ合同会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000245.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000245-1.zip

000406 02.12.10 E008856 令和元年度原子力の利用状況等に関する調査（国内外の原子力産業に関する調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策課

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000406.pdf

000410 02.12.10 E008857
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（トップランナー制度の見直しに向けた調
査等）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

19.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000410.pdf

000411 02.12.10 E008858
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（自動車におけるエネルギー性能の評価
方法に関する調査検討事業）調査報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

18.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000411.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000411-1.zip

000412 02.12.10 E008859
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（特定エネルギー消費機器における現状
分析調査事業）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ&
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

19.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000412.pdf

000416 02.12.10 E008860
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（日本企業のコーポ
レートガバナンスに関する実態調査））報告書

ＰｗＣあらた有限責
任監査法人

経済産業政策局
産業組織課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000416.pdf

000417 02.12.10 E008861
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（日本企業における
機関投資家のエンゲージメント活動の実態に関する調査））報告書

株式会社アイ・アー
ルジャパン

経済産業政策局
産業組織課

31.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000417.pdf

000418 02.12.10 E008862
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（事業再編の実態等
に関する調査））報告書

ＰｗＣ税理士法人
経済産業政策局
産業組織課

16.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000418.pdf

000419 02.12.10 E008863 令和元年度産業経済研究委託事業  新型コロナウィルス感染症に関する広報調査事業報告書 株式会社博報堂
大臣官房
広報室

11.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000419.pdf

000010 02.12.8 E008847
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（福島県における再生可能エネルギー導
入促進支援のための調査）調査報告書

株式会社建設技術
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000010.pdf

000159 02.12.8 E008848
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（我が国循環経済構築に向けた調
査）調査報告書

有限責任監査法人
トーマツ

産業技術環境局
資源循環経済課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000159.pdf

000161 02.12.8 E008849
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（リサイクル産業実態調査及び結果検証等
事業）調査報告書

加藤商事株式会社
産業技術環境局
資源循環経済課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000161.pdf

000378 02.12.8 E008850
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（２０５０年を見据えた石油コンビナートの強化・再生に関
する分析調査）報告書

石油コンビナート高
度統合運営技術研
究組合

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

40.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000378.pdf

000400 02.12.8 E008851
令和元年度化学物質安全対策（すそ切り以下事業者排出量推計手法、オゾン層破壊物質及び低含有率物
質の排出量推計手法に関する調査）報告書

株式会社環境計画
研究所

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

16.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000400.pdf

000402 02.12.8 E008852
令和元年度地域経済産業活性化対策等調査事業（北海道十勝地域の食・観光関連産業の連携による高付
加価値化プロジェクト創出調査）調査報告書

株式会社JTB
北海道経済産業局
地域経済部食・観光産業課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000402.pdf

000403 02.12.8 E008853
令和元年度地域経済産業活性化対策調査 地域産業の生産性向上に向けた地域エコシステムの確立に関
する調査　～Connected　Industries　実装化に向けた戦略策定～ 実施報告書

公益財団法人北海
道科学技術総合振
興センター

北海道経済産業局
地域経済部製造・情報産業課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000403.pdf

000404 02.12.8 E008854
令和元年度地域経済産業活性化対策調査地域経済牽引企業等成長プロセスと地域波及に関する調査報
告書

株式会社東京商工
リサーチ

東北経済産業局
地域経済部地域経済課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000404.pdf
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000389 02.12.7 E008843
平成３１年度～令和３年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業（国庫債務負担行為に係る
もの）令和元年　中小企業実態基本調査報告書（平成３０年度決算実績）

エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ
株式会社

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

26.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000389.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000389-1.zip

000409 02.12.7 E008844
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国際エネルギースタープログラム実施事
業)報告書

株式会社ピーツーカ
ンパニー

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000409.pdf

000413 02.12.7 E008845
平成31年度戦略的基盤技術高度化・連携事業（中小企業技術革新制度（SBIR）に関する調査）報告書（概要
版）

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

0.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000413.pdf

000414 02.12.7 E008846 平成31年度戦略的基盤技術高度化・連携事業（中小企業技術革新制度（SBIR）に関する調査）報告書
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000414.pdf

000166 02.11.26 E008826 令和元年度原子力の利用状況等に係る調査（国内外の廃止措置の規制に関する調査）調査報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部　原子力政策
課/廃炉産業室

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000166.pdf

000210 02.11.26 E008827
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等（休廃止鉱山におけるグリーン・レメディエーション（元山
回帰）の調査研究事業）

株式会社環境総合
テクノス

産業保安グループ
鉱山･火薬類監理官付

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000210.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000210-1.zip

000308 02.11.26 E008828
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（グローバリゼーションの再評価と日
本の経済連携協定の効果分析 ）調査報告書

株式会社 エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

通商政策局
企画調査室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000308.pdf

000317 02.11.26 E008829 令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油ガス流通・販売業経営実態調査）報告書
一般財団法人エル
ピーガス振興セン
ター

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

19.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000317.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000317-1.zip

000396 02.11.26 E008830
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（再生可能エネルギーに係る税制措置等
による政策効果に関する調査）報告書

PwCあらた有限責任
監査法人

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000396.pdf

000397 02.11.26 E008831
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（洋上風力に係る官民連携の在り方の検
討（サプライチェーン形成に向けた仕組みの検討等）のための調査）成果報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

57.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000397.pdf

000183 02.10.30 E008813 令和元年度安全保障貿易管理対策事業（我が国の産業基盤技術の実態に関する調査）調査報告書
株式会社矢野経済
研究所

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

12.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000183.pdf

000184 02.10.30 E008814 令和元年度安全保障貿易管理対策事業（新興技術の研究開発基盤調査）調査報告書
株式会社三菱ケミカ
ルリサーチ

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000184.pdf

000268 02.10.30 E008815 令和元年度ローカルデザイナー育成支援に関する事業　調査報告書
株式会社ジェイアー
ル東日本企画

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興課

170.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000268.pdf

000354 02.10.30 E008816 令和元年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）報告書
株式会社日本総合
研究所

産業技術環境局
大学連携推進室

15.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000354.pdf

000388 02.10.30 E008817
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業（諸外国の電力取引に
おける不正取引の監視手法や監視体制に係る調査））報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

電力・ガス取引監視等委員会
取引制度企画室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000388.pdf

000391 02.10.30 E008818
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(新たな投資協定等の制定に向けた
調査)調査報告書

西村あさひ法律事務
所

通商政策局
経済連携課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000391.pdf

000329 02.10.29 E008820
平成31年度「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：自動走行システムの安全
性評価技術構築に向けた研究開発プロジェクト」成果報告書

一般財団法人日本
自動車研究所

製造産業局
自動車課

41.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000329.pdf

000331 02.10.29 E008821
平成31年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業 （自動走行の実現に向けた
モビリティサービスの社会実装事業に関する事業性調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

製造産業局
自動車課

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000331.pdf

000335 02.10.29 E008822
平成３１年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びJCM実現可能性
調査事業と人材育成事業の事務局業務）報告書（日本語版）

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000335.pdf
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000336 02.10.29 E008824

平成３１年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びJCM実現可能性
調査事業と人材育成事業の事務局業務）報告書（英語版）FY2019 Study on the infrastructure development 
project for acquisition of JCM credits (Secretariat work for international contribution quantification and 
feasibility studies for JCM and capacity building program) Report

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境連携室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000336.pdf

000337 02.10.29 E008825
平成３１年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（循環経済（Circular Economy）に関する国
際動向調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000337.pdf

000355 02.10.29 E008823
平成31年度燃料安定供給対策に関する調査(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計等調
査事業)―諸外国のエネルギー政策動向等に関する調査報告書―

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

37.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000355.pdf

000002 02.10.23 E008812 平成31年度安全保障貿易管理対策事業（中小企業等アウトリーチ事業）報告書
有限会社ビジョンブ
リッジ

貿易経済協力局
安全保障貿易管理課

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000002.pdf

000013 02.10.23 E008809 平成３１年度化学物質安全対策(リスクベースの視点から見たレスポンシブル・ケアのあり方）調査報告書
国立大学法人大阪
大学

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000013.pdf

000014 02.10.23 E008810
平成31年度化学物質安全対策「レスポンシブル・ケアの更なる促進に関する調査研究（事業者の行う化学物
質管理レスポンシブル・ケアの調査、分析、促進）」調査報告書

成蹊大学
製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000014.pdf

000015 02.10.23 E008811
平成３１年度化学物質安全対策（化学物質の対話型リスクコミュニケーションの推進に関する研究）調査報告
書

国立大学法人横浜
国立大学

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

29.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000015.pdf

000224 02.10.20 E008799
令和元年度地球温暖化問題等対策調査（途上国における適応分野の我が国企業の貢献可視化事業）調査
報告書

日本工営株式会社
産業技術環境局
地球環境連携室

103.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000224.pdf

000225 02.10.20 E008800
令和元年度地球温暖化問題等対策調査（途上国における適応分野の我が国企業の貢献可視化事業）調査
報告書【英語】FY2019 Visualization of Contribution to the Adaptation by Japanese Companies in 
Developing Countries Report Summary

日本工営株式会社
産業技術環境局
地球環境連携室

49.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000225.pdf

000373 02.10.20 E008801
令和元年度皮革産業振興対策調査等（海外主要国における皮革関連産業のサステナビリティ活動等の動
向・対応調査）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

製造産業局
生活製品課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000373.pdf

000376 02.10.20 E008802
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（製油所の競争力に係る技術動向に関する調査）調査報
告書

一般財団法人石油
エネルギー技術セン
ター

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

71.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000376.pdf

000377 02.10.20 E008803 令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油産業に係る環境規制等に関する調査）調査報告書
一般財団法人石油
エネルギー技術セン
ター

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

61.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000377.pdf

000379 02.10.20 E008804
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（省エネ法に基づく定期報告書等のデータ
公開のあり方に関する検討・検証事業）調査報告書

富士ゼロックス株式
会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000379.pdf

000380 02.10.20 E008805
令和元年度省エネルギー政策立案のための調査事業（工場等におけるエネルギーの使用状況及び管理実
態に関する調査事業）調査報告書

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

14.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000380.pdf

000381 02.10.20 E008806
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（工場等及び荷主の判断基準遵守状況等
分析並びに電子化推進に向けた調査事業）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000381.pdf

000386 02.10.20 E008807 令和元年度中小企業実態調査事業（中小企業の基準や成長等に関する調査研究）報告書
株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部企画課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000386.pdf

000194 02.10.19 E008790
平成31年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（ＴＣＦＤ・開示に関する国際会合の開催）
調査報告書

日本コンベンション
サービス株式会社

産業技術環境局
環境経済室

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000194.pdf

000214 02.10.19 E008791
平成31年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（市場メカニズム交渉等に係る国際動向
調査）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

 産業技術環境局
地球環境連携室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000214.pdf

000215 02.10.19 E008792
平成31年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（市場メカニズム交渉等に係る国際動向
調査）報告書【英語】FY 2019 Infrastructure Development Research Project for Joint Credit Acquisition 
Research on International Trends on Market Mechanism Negotiations Report

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
地球環境連携室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000215.pdf
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000383 02.10.19 E008796
平成31年度「経営者保証に関するガイドライン」周知・普及事業（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合
支援事業）事業報告書

株式会社パソナ
中小企業庁
事業環境部金融課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000383.pdf

000369 02.10.16 E008785 平成３１年度地域経済産業活性化対策委託費（放射線量測定指導・助言事業調査）事業報告書
一般財団法人材料
科学技術振興財団

福島復興推進グループ
福島広報戦略・風評被害対応室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000369.pdf

000252 02.10.15 E008773
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等に関する調査事業（危機管理能力の強化に向けた調査）
報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
保安課

66.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000252.pdf

000351 02.10.15 E008774
令和元年度産業経済研究委託事業（グローバルサプライチェーンにおける日本企業の競争的優位性に関す
る調査）調査報告書

エム・アール・アイ　
リサーチアソシエイ
ツ株式会社

製造産業局
総務課

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000351.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000351-1.zip

000360 02.10.15 E008775
令和元年度産業経済研究委託事業（産学融合拠点におけるマッチング・プラットフォーム創出のための調査・
分析）報告書

株式会社日本総合
研究所

産業技術環境局
大学連携推進室

18.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000360.pdf

000361 02.10.15 E008776
令和元年度産業技術調査事業（産学間の人材流動化を促進するためのクロスアポイントメント制度活用促
進に向けた調査）調査報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

産業技術環境局
大学連携推進室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000361.pdf

000366 02.10.15 E008777
令和元年度地域経済産業活性化対策調査事業（航空機産業における中小サプライヤーの生産管理・品質
保証体制の構築に関する調査）『航空機部品産業における生産管理・品質保証ガイドブック「サプライヤー
(個社）チェックリスト」』の手引き

一般財団法人ひろぎ
ん経済研究所

中国経済産業局
地域経済部製造・情報産業課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000366.pdf

000368 02.10.15 E008778 令和元年度四国地域における持続可能な社会構築に向けた調査事業報告書
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

四国経済産業局
総務企画部企画調査課

73.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000368.pdf

000370 02.10.15 E008779 令和元年度燃料安定供給対策に関する調査（ＳＳ過疎地等実態調査）報告書
株式会社価値総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000370.pdf

000195 02.10.14 E008769
令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット活用促進支
援事業）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
環境経済室

29.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000195.pdf

000342 02.10.14 E008770 令和元年度中小企業支援機関の在り方に関する調査に係る委託事業報告書
株式会社野村総合
研究所

中小企業庁
事業環境部調査室

15.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000342.pdf

000344 02.10.14 E008771
令和元年度工業統計表、商業統計表、経済センサス－基礎調査、経済センサス－活動調査、事業所・企業
統計調査、企業活動基本調査、法人企業統計調査、海外事業活動基本調査、中小企業実態基本調査に関
する再編加工に係る委託事業作業報告書

株式会社日本アプラ
イドリサーチ研究所

中小企業庁
事業環境部調査室

12.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000344.pdf

000358 02.10.14 E008772
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（研究開発型中小・ベンチャー企業経営人材の市場創出にか
かる大手企業勤務者向け転職動向調査事業）調査報告書

デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000358.pdf

000011 02.10.13 E008764 平成３１年度地球温暖化問題等対策調査事業（バーゼル法関連事前相談業務）相談実績等年次報告書
一般財団法人日本
環境衛生センター

産業技術環境局
資源循環経済課

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000011.pdf

000309 02.10.13 E008765
平成31年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：自動走行の民事上の責任
及び社会受容性に関する研究報告書

株式会社テクノバ
製造産業局
自動車課

38.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000309.pdf

000318 02.10.13 E008766 平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業（石油ガス価格調査）調査報告書
一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000318.pdf

000356 02.10.13 E008767
平成31年度燃料安定供給対策に関する調査(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計等調
査事業)―国際エネルギー統計等調査事業報告書―

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房国際課

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000356.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000356-1.zip

000315 02.10.12 E008762
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（オペレーションの省力化等に資するＣｏｍｐｕｔｅｒ Ｖｉｓ
ｉｏｎの技術動向等調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務・サービスグループ
消費・流通政策課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000315.pdf

000316 02.10.12 E008763
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（購買証明を用いた二次流通の適正化及び一次流
通の消費拡大に関する調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務・サービスグループ
消費・流通政策課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000316.pdf

000306 02.10.9 E008748
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業（世界経済の不均衡の要因とその不均
衡の是正に向けた課題と解決策の検討）調査報告書

合同会社イカリング
通商政策局
企画調査室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000306.pdf

14 / 28 ページ



管理番号 掲載日
ファイル
コード

委　託　調　査　報　告　書　名 委託事業者名 担当課室名
PDF・ZIP

容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書） ＨＰアドレス（データ）

平成３１年度・令和元年度　委託調査報告書　ＨＰ掲載一覧

000328 02.10.9 E008749
令和元年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：自動運転が活用されうるコ
ネクテッド技術・ 商用モビリティサービスに関する国内外動向調査報告書

PwCコンサルティン
グ合同会社

製造産業局
自動車課

10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000328.pdf

000330 02.10.9 E008750
令和元年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：自動走行の実現に向けた
産学官の協調戦略、実証事業の推進　調査報告書

Ａ．Ｔ．カーニー株式
会社

製造産業局
自動車課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000330.pdf

000340 02.10.9 E008751
令和元年度小規模事業者が地域において果たす経済的・社会的役割等に関する調査に係る委託事業　報
告書

みずほ情報総研株
式会社

中小企業庁
事業環境部調査室

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000340.pdf

000341 02.10.9 E008752
令和元年度中小企業の製品サービスの付加価値創造・向上及び価格設定に関する調査に係る委託事業報
告書

株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部調査室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000341.pdf

000343 02.10.9 E008753 令和元年度就業構造基本調査等に関する再編加工に係る委託事業－ 報告書 － 株式会社アリス
中小企業庁
事業環境部調査室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000343.pdf

000345 02.10.9 E008754
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（内外一体の経済成長戦略の中で
の地域新事業創出に関する調査）

株式会社エッジ・オ
ブ

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000345.pdf

000352 02.10.9 E008755
令和元年度産業技術調査事業（地域におけるオープンイノベーションハブの活用と発展に関する調査）報告
書

EY新日本有限責任
監査法人

産業技術環境局
大学連携推進室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000352.pdf

000353 02.10.9 E008756
令和元年度産業技術調査事業（「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」の実効性確保のた
めの調査）調査報告書

EY新日本有限責任
監査法人

産業技術環境局
大学連携推進室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000353.pdf

000357 02.10.9 E008757
令和元年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けた調査） 終報告
書

株式会社価値総合
研究所

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000357.pdf

000021 02.10.6 E008741
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費（米国カリ
フォルニア州におけるDPR/IPR事業の事業化・汎用的事業モデルの検討及びマスタープランへの組み込み）
調査報告書（日本語版）

横河電機株式会社,
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000021.pdf

000022 02.10.6 E008742

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費（米国カリ
フォルニア州におけるDPR/IPR事業の事業化・汎用的事業モデルの検討及びマスタープランへの組み込み）
調査報告書(英語版）Promote Exporting Japanese Quality Infrastructure, that is, Best Available 
Technology Final Report Feasibility Study on DPR/IPR Business in California, the United States, and 
General-Purpose Business Models, and incorporation into the Master Plan

横河電機株式会社,
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000022.pdf

000127 02.10.6 E008743 令和元年度新コンテンツ創造環境整備事業(国内外のコンテンツ消費傾向等調査) 調査報告書
PwCコンサルティン
グ合同会社

商務情報政策局
コンテンツ産業課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000127.pdf

000219 02.10.6 E008744
令和元年度産業経済研究委託事業　兼業・副業の労働時間・健康管理に関する論点整理に向けた海外制
度に関する調査報告書　フランス・ドイツ・イギリスに関する調査報告書

森・濱田松本法律事
務所

経済産業政策局
産業人材政策室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000219.pdf

000301 02.10.6 E008745
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（貸事務所業ベンチマーク制度における省
エネポテンシャル推計ツールの運用の在り方等に関する調査）調査報告書

一般財団法人省エ
ネルギーセンター

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

35.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000301.pdf

000320 02.10.6 E008746 令和元年度中小企業実態調査事業（型管理の適正化の加速化に向けた調査事業）調査報告書
株式会社事業革新
パートナーズ

製造産業局
素形材産業室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000320.pdf

000321 02.10.6 E008747 令和元年度中小企業実態調査事業（小規模事業者持続化補助金効果分析調査事業）
株式会社帝国データ
バンク

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000321.pdf

000347 02.9.14 E008732
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（新たな分野におけるロボット活用の
モデルケース創出に係る調査研究）ロボット実装モデル構築推進タスクフォース活動成果報告書（概要版）

アーサー・ディ・リト
ル・ジャパン株式会
社

製造産業局
産業機械課ロボット政策室

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000347.pdf

000348 02.9.14 E008733
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（新たな分野におけるロボット活用の
モデルケース創出に係る調査研究）ロボット実装モデル構築推進タスクフォース活動成果報告書（詳細版）

アーサー・ディ・リト
ル・ジャパン株式会
社

製造産業局
産業機械課ロボット政策室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000348.pdf

000334 02.9.2 E008726
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（諸外国における需給調整市場関連
制度及び託送料金負担に関する制度の検討状況等に係る調査事業）調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

電力・ガス取引監視等委員会事
務局
ネットワーク事業監視課

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000334.pdf
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000045 02.8.27 E008719
平成３１年度下請取引状況調査に係る印刷及び封入・発送並びに調査回答入力作業を含む調査事業報告
書

株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部取引課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000045.pdf

000086 02.8.27 E008720 平成３１年度中小企業実態調査事業（地域金融における小規模事業者の評価動向調査）報告書
株式会社ドゥリサー
チ研究所

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000086.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000086-1.zip

000190 02.8.27 E008723 平成３１年度(令和元年度)学びと社会の連携促進事業(｢未来の教室｣(学びの場)創出事業) 終報告書
株式会社ボストンコ
ンサルティンググ
ループ

商務・サービスグループ
サービス政策課教育産業室

308.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000190.pdf

000163 02.8.27 E008721
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費～ジョージア国アナクリ
アSEZ開発調査事業～ファイナルレポート　要約

株式会社トモニアス
通商政策局
ロシア・中央アジア・コーカサス
室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000163.pdf

000164 02.8.27 E008722
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費～ジョージア国アナクリ
アSEZ開発調査事業～ファイナルレポート

株式会社トモニアス
通商政策局
ロシア・中央アジア・コーカサス
室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000164.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000164-1.zip

000277 02.8.27 E008724
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業（我が国のPHRの利活用・事業創出の
推進に向けた調査）調査報告書

株式会社野村総合
研究所

商務情報政策局
ヘルスケア産業課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000277.pdf

000319 02.8.27 E008725
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（産業保安のスマート化に関する中国・タイ等にお
ける調査等事業） 終報告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合同
会社

産業保安グループ
保安課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000319.pdf

000003 02.8.25 E008706
平成31年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（家電リサイクル制度等の高度化に向けた調
査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

商務情報政策局
情報産業課環境リサイクル室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000003.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000003-1.zip

000146 02.8.25 E008705
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗
確認及び国内外における水素・燃料電池利活用状況調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課水素・
燃料電池戦略室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000146.pdf

000198 02.8.25 E008704 平成３１年度化学物質安全対策（国内化学物質規制の電子申請利用率向上に向けた調査）報告書
みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
化学物質管理課

36.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000198.pdf

000207 02.8.25 E008712
平成31年度産業標準化推進事業委託費 戦略的国際標準化加速事業：海外標準化動向の把握・分析　 終
報告書

デロイト トーマツ コ
ンサルティング合同
会社

産業技術環境局
基準認証政策課

20.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000207.pdf

000261 02.8.25 E008713
平成31年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（インド：インドにおける先進的シング
ル・ウィンドウ構築にかかる調査事業）調査報告書

EY新日本有限責任
監査法人

通商政策局
アジア大洋州課南西アジア室

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000261.pdf

000262 02.8.25 E008714

平成31年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（インド：インドにおける先進的シング
ル・ウィンドウ構築にかかる調査事業）調査報告書（英語）International Economic Research project on the 
Development of Integrated Domestic and External Economy Policy in 2019:Research project on 
Development of Advanced Model Single Window in India  Final Report

EY新日本有限責任
監査法人

通商政策局
アジア大洋州課南西アジア室

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000262.pdf

000294 02.8.25 E008715
平成３１年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（都道府県別エネルギー消費統計の整備に
関する調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000294.pdf

000142 02.8.25 E008711
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（熱量バンド制への移行に向けた検討に
関する調査）

株式会社野村総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部ガス市場整備
室

17.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000142.pdf

000263 02.8.25 E008710 令和元年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業の足下の状況認識に関する調査）報告書
株式会社価値総合
研究所

製造産業局
ものづくり政策審議室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000263.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000263-1.zip

000302 02.8.25 E008709
令和元年度エネルギー需給高度化対策に関する調査等事業（省エネポテンシャルの開拓に向けた省エネ法
関連制度等のあり方に関する調査）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000302.pdf

000307 02.8.25 E008708
令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携事業(ユニコーン創出に資する中小企業・スタートアップの海外展
開及び資本政策のあり方に関する調査事業）調査報告書

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

経済産業政策局
新規事業創造推進室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000307.pdf

000311 02.8.25 E008707
令和元年度製造基盤技術実態等調査（エンジニアリングチェーン強化のためのデジタル技術活用に向けた
調査研究）製造業DXレポート ～エンジニアリングのニュー・ノーマル～

PwCコンサルティン
グ合同会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000311.pdf

000312 02.8.25 E008716
令和元年度製造基盤技術実態等調査（エンジニアリングチェーン強化のためのデジタル技術活用に向けた
調査研究）製造業DXレポート ～エンジニアリングのニュー・ノーマル～（事例集）

PwCコンサルティン
グ合同会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000312.pdf
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000313 02.8.25 E008717
令和元年度九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業及び食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事
業　九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業　報告書（概要版）

公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局
総務企画部企画課(現：企画調
査課)

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000313.pdf

000314 02.8.25 E008718
令和元年度九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業及び食料品製造業の競争力強化による輸出戦略策定調査事
業　九州ＳＤＧｓ経営推進モデル事業　報告書

公益財団法人九州
経済調査協会

九州経済産業局
総務企画部企画課（現：企画調
査課）

16.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000314.pdf

000269 02.8.19 E008692 令和元年度ＩＴ活用向上に向けたＩＴ普及実証調査事業に関する委託事業　調査報告書
株式会社東京リーガ
ルマインド

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興課

33.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000269.pdf

000276 02.8.19 E008693
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（英国のEU離脱に向けた現地進出
日系企業への影響調査）報告書

日本機械輸出組合
通商政策局
欧州課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000276.pdf

000279 02.8.19 E008694
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業（緊急時の対応能力の高い石油製品供給システム等に関
する調査）報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油流通課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000279.pdf

000281 02.8.19 E008695
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託費（電力・ガス小売自由化における消費者
の選択行動アンケート調査事業）報告書

株式会社インテージ
リサーチ

電力・ガス取引監視等委員会事
務局
取引監視課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000281.pdf

000283 02.8.19 E008696 令和元年度製造基盤技術実態等調査　我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査　報告書
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

製造産業局
ものづくり政策審議室

26.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000283.pdf

000285 02.8.19 E008697
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（技術革新等によるエネルギー需要の変
化に対応した省エネ関連制度等のあり方に関する調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000285.pdf

000292 02.8.19 E008698
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（国内外のイノベーションシステムを
巡る動向調査）報告書

デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

産業技術環境局
研究開発課

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000292.pdf

000293 02.8.19 E008699
令和元年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（エネルギー消費統計調査の集計及び利用
分析に係る調査研究）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

11.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000293.pdf

000297 02.8.19 E008700
令和元年度産業経済研究委託事業（我が国におけるFinTech普及に向けた基盤整備に関する調査検討）報
告書

株式会社NTT デー
タ経営研究所

経済産業政策局
産業資金課

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000297.pdf

000299 02.8.19 E008701
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（業務部門ベンチマーク制度の執行状況
に関する調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000299.pdf

000300 02.8.19 E008702
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（省エネ法における工場等判断基準及び
中長期計画作成指針の在り方等に関する調査事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000300.pdf

000303 02.8.19 E008703 令和元年度産業経済研究委託事業（令和元年度中小企業契約実態調査等）報告書
公益社団法人商事
法務研究会

中小企業庁
事業環境部取引課

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000303.pdf

000255 02.8.18 E008684
令和元年度原子力の利用状況等に関する調査（原子力利用におけるリスク情報活用等の状況に関する調
査事業）

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策課
原子力基盤室

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000255.pdf

000256 02.8.18 E008685
令和元年度中小企業実態調査事業（リビングラボにおける革新的な社会課題解決サービスの創出に係る調
査）調査報告書

株式会社studio-L
商務・サービスグループ
サービス政策課

16.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000256.pdf

000259 02.8.18 E008686 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（個別スポーツの需要喚起策可能性調査）報告書
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務・サービスグループ
サービス政策課サービス産業室

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000259.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000259-1.zip

000260 02.8.18 E008687
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業　補助金申請システムの利用拡大に向けたシステ
ム導入支援及びシステムの在り方検討、調査等業務調査報告書

アクセンチュア株式
会社

大臣官房
会計課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000260.pdf

000267 02.8.18 E008688
令和元年度中小企業相談窓口（商工会等）の働き方相談対応能力向上支援事業「中小企業相談窓口の対
応能力の評価分析に関する報告」

株式会社ブレインコ
ンサルティングオフィ
ス

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000267.pdf

000271 02.8.18 E008689
令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(ＣＣＵＳ国際連携事業)報告書（日本語
版）

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境対策室

35.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000271.pdf
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000272 02.8.18 E008690
令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(ＣＣＵＳ国際連携事業)報告書(英語
版)FY2019 Study on the infrastructure development project for acquisition of JCM credits (International 
cooperation in CCUS)Report

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
地球環境対策室

34.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000272.pdf

000275 02.8.18 E008691
令和元年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業(鉱物資源基盤整備調査事業（中国におけるＥＶ電池
リサイクルを通じたレアメタル確保に関する基礎調査））

株式会社日本総合
研究所

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000275.pdf

000239 02.8.17 E008676
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（フィリピン共和国：
マイクログリッドシステム導入に向けた電力マスタープラン策定支援及び発電・送配電事業者向け性能評価・
監査に関する調査）調査報告書

東京電力パワーグ
リッド株式会社

貿易経済協力局
通商金融課

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000239.pdf

000241 02.8.17 E008677
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（２０２０東京オリンピック・パラリンピックへ向けたイ
ンバウンド向けサービス開発に係る調査事業）

株式会社野村総合
研究所

商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000241.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000241-1.zip

000244 02.8.17 E008678
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業技術基盤強化税制（国税）及び中小企業者等の試
験研究費に係る特例措置（地方税）の効果に関する調査）報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000244.pdf

000246 02.8.17 E008679
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調
査報告書

株式会社ローランド・
ベルガー

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000246.pdf

000247 02.8.17 E008680
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（デジタルガバメントに関する諸外国における先進
事例の実態調査）報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務情報政策局
総務課情報プロジェクト室

17.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000247.pdf

000249 02.8.17 E008681 令和元年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究報告書
株式会社東京商工
リサーチ

中小企業庁
事業環境部財務課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000249.pdf

000250 02.8.17 E008682
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス設備耐震設計手法の標準化・高度化及
び防災・減災対策）報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

65.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000250.pdf

000251 02.8.17 E008683
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント及
びリスクマネジメントの普及並びに教育の高度化に関する調査研究）報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

15.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000251.pdf

000220 02.8.14 E008665 令和元年度安全保障貿易管理対策事業(諸外国における貿易・投資管理等関連法制度調査)調査報告書
西村あさひ法律事務
所

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000220.pdf

000222 02.8.14 E008666
令和元年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（企業におけるサイバーセキュリティ人材・体制に関する
実態調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000222.pdf

000223 02.8.14 E008667
令和元年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（情報セキュリティサービス審査登録制度の信頼確保に
向けた基準適合サービスリスト掲載サービスに係る実態調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000223.pdf

000231 02.8.14 E008668 令和元年度ITを用いて課題解決等を行う「ITものづくりブリッジ人材」育成に係る調査事業報告書（概要版）
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000231.pdf

000232 02.8.14 E008669 令和元年度ITを用いて課題解決等を行う「ITものづくりブリッジ人材」育成に係る調査事業報告書
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中部経済産業局
地域経済部次世代産業課

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000232.pdf

000233 02.8.14 E008670
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（イラク国南部油田
の原油海洋払出システムの再構築に向けた海洋マスタープラン策定事業）調査報告書（和文）

東洋エンジニアリン
グ株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000233.pdf

000234 02.8.14 E008671

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（イラク国南部油田
の原油海洋払出システムの再構築に向けた海洋マスタープラン策定事業）調査報告書（英文）Project to 
Promote Overseas Sales of Quality Energy Infrastructure Systems in Fiscal Year 2019                            
                                                                                              Investigation of Possibility of 
Offshore Masterplan Establishment toward Reconstruction for Offshore Export Facility of Crude Oil

東洋エンジニアリン
グ株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000234.pdf

000236 02.8.14 E008672 令和元年度ローカルクールジャパン推進事業（トラベルテックの導入に関する調査等事業）報告書
株式会社電通デジタ
ル

商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

20.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000236.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000236-1.zip

000237 02.8.14 E008673 令和元年度ローカルクールジャパン推進事業（消費促進環境整備調査等事業）業務実施報告書
公益財団法人日本
交通公社

商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

34.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000237.pdf
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000191 02.8.13 E008635
令和元年度学びと社会の連携促進事業 (学習ログ等の活用に向けた収集すべき標準項目等の素案の作成
等) 終報告書

株式会社ボストンコ
ンサルティンググ
ループ

商務・サービスグループ
サービス政策課教育産業室

17.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000191.pdf

000196 02.8.13 E008659
令和元年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進及び生涯現役社会に向けた事業環境整
備等事業）報告書

株式会社日本総合
研究所

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

36.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000196.pdf

000199 02.8.13 E008636
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 （ＡＩのガバナンスに関する動向調
査） 終報告書

デロイトトーマツ コン
サルティング合同会
社

商務情報政策局
総務課国際室

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000199.pdf

000200 02.8.13 E008637
令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（AI戦略の情報発信にかかる調査研究）調査
報告書

株式会社電通
商務情報政策局
総務課国際室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000200.pdf

000201 02.8.13 E008660 令和元年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（海外の資源開発税制に関する調査）調査報告書 KPMG税理士法人
資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000201.pdf

000202 02.8.13 E008661
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（太陽電池発電設備に関する技術基準検討事
業）報告書

SOMPOリスクマネジ
メント株式会社

産業保安グループ
電力安全課

25.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000202.pdf

000208 02.8.13 E008662 令和元年度「地域中小企業人材確保支援等事業（中核人材確保スキーム事業）」事業実施報告書
みずほ情報総研株
式会社

中小企業庁
経営支援部経営支援課

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000208.pdf

000212 02.8.13 E008663
令和元年度産業経済研究委託事業　DXを促進するためのデジタルガバナンスに関する調査研究とりまとめ
報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

商務情報政策局
情報技術利用促進課

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000212.pdf

000216 02.8.13 E008664
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築のための国際経済調査事業（主要国・地域における貿易措置等
の国際ルール整合性に関する調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

通商政策局
通商機構部国際経済紛争対策
室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000216.pdf

000170 02.8.12 E008625
令和元年度産業経済研究委託事業（持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方に関
する調査研究）（株主総会に関する調査）成果報告書

公益社団法人商事
法務研究会

経済産業政策局
企業会計室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000170.pdf

000171 02.8.12 E008626
令和元年度産業経済研究委託事業（持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方に関
する調査研究）（開示、IR等についてのニーズ調査及びAI等を活用した企業価値評価の動向に関する調査）

株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局
企業会計室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000171.pdf

000174 02.8.12 E008627
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（バルク貯槽告示検査方法効率化技術及びＬＰガ
ス配管内圧力等の測定・点検システムに係る調査研究）に関する報告書〔バルク貯槽告示検査方法効率化
技術に係る調査研究〕

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

95.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000174.pdf

000175 02.8.12 E008628
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（バルク貯槽告示検査方法効率化技術及びＬＰガ
ス配管内圧力等の測定・点検システムに係る調査研究）に関する報告書〔ＬＰガス配管内圧力等の測定・点
検システムに係る調査研究〕

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

14.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000175.pdf

000176 02.8.12 E008629
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（安全技術普及事業（事故発生原因分析等調
査））事業報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

24.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000176.pdf

000177 02.8.12 E008630
令和元（2019）年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（保安専
門技術者指導等事業）））に係る事業報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

103.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000177.pdf

000179 02.8.12 E008631
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（地域保安指導
事業）））報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

産業保安グループ
ガス安全室

41.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000179.pdf

000180 02.8.12 E008632
令和元年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業（令和元年度データに基づく地域未来牽引企業
調査事業） 終報告書

株式会社帝国データ
バンク

地域経済産業グループ
地域未来投資促進室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000180.pdf

000182 02.8.12 E008633 令和元年度安全保障貿易管理対策事業（電子機器製造の産業基盤実態等調査） Informa UK Limited
貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管理
政策課技術調査室

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000182.pdf

000186 02.8.12 E008634
令和元年度化学物質安全対策（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の届出電子化等に
伴うシステム構築に関する検討調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
化学物質管理課化学兵器・麻薬
原料等規制対策室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000186.pdf

000147 02.8.11 E008604
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）事業化支援事業（事業化に関する調査事業）
調査報告書

PwCコンサルティン
グ合同会社

関東経済産業局
製造産業課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000147.pdf
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000149 02.8.11 E008605 令和元年度産業経済研究委託事業（ノンコア業務の外注に関する調査）調査報告書 コクヨ株式会社
大臣官房
政策評価広報課

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000149.pdf

000150 02.8.11 E008607
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(再生可能エネルギー固定価格買取制度
における賦課金単価算定の精緻化に向けた分析等調査)報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
省エネルギー新エネルギー部新
エネルギー課再生可能エネル
ギー推進室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000150.pdf

000151 02.8.11 E008608
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（デジタル貿易ルール形成に向けた
アフリカ経済実態調査）アフリカ地域におけるデジタル貿易の関連制度及びキャパビル需要に関する調査報
告書

株式会社ＪＴＢ
通商政策局
通商機構部

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000151.pdf

000157 02.8.11 E008609 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（電力先物市場に係る調査事業）報告書
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

商務・サービスグループ
参事官室（商品市場整備担当）

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000157.pdf

000158 02.8.11 E008610
令和元年度産業技術調査事業（研究開発事業終了後の実用化状況等に関する追跡調査・追跡評価）報告
書

ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社

産業技術環境局
研究開発課技術評価室

12.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000158.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000158-1.zip

000160 02.8.11 E008611
令和元年度産業標準化推進事業委託費 （戦略的国際標準化加速事業：国際ルールインテリジェンスに 関
する調査（海洋生分解性プラスチックのルール形成戦略に係る調査）)報告書

株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000160.pdf

000162 02.8.11 E008612
令和元年度地域中小企業・小規模事業者等を対象としたプロセス・コンサルティングのためのマニュアル作
成等に係る調査事業 調査報告書

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

関東経済産業局
地域企業支援室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000162.pdf

000167 02.8.11 E008613 令和元年度高圧ガス保安対策事業（事故調査解析）報告書 高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000167.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000167-1.zip

000168 02.8.11 E008614 令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の事故情報調査）報告書 高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

11.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000168.pdf

000169 02.8.11 E008615
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（中長期的な保安行政の在り方について ～ 高圧
ガス保安法令に基づく行政事務を中心に ～）報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000169.pdf

000172 02.8.7 E008591 平成31年度化学物質安全対策（化学物質管理に関する国際的な動向調査）報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課

17.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000172.pdf

000173 02.8.7 E008592 平成３１年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア協力に関する調査）調査報告書
株式会社エックス都
市研究所

製造産業局
化学物質管理課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000173.pdf

000204 02.8.7 E008618 平成３1年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（国際展開体制整備支援事業）報告書
株式会社野村総合
研究所

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

107.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000204.pdf

000205 02.8.7 E008596 平成３１年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（介護等国際展開推進事業）
独立行政法人日本
貿易振興機構

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000205.pdf

000213 02.8.7 E008597
平成３１年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業（地域未来投資促進法の執行状況等に関する
調査事業）調査報告書

富士ゼロックス株式
会社

地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課地域未
来投資促進室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000213.pdf

000217 02.8.7 E008599
平成31年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（今後の電力系統と送配電事業の在り方に関す
る調査）調査報告書

有限責任監査法人
トーマツ

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整備
課

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000217.pdf

000273 02.8.7 E008600
平成３１年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ＣＣＳ国際連携事業（ＣＣＳ関連国際機関等と
の連携事業））調査報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000273.pdf

000132 02.8.7 E008589
平成３１年度産業経済研究委託事業（第四次産業革命の進展等の経済社会構造の変化と税制に関する調
査）報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

経済産業政策局
企業行動課

25.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000132.pdf

000154 02.8.7 E008590
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（太陽光発電設備における廃棄等費用の
確保等に関する調査） 終報告書

デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000154.pdf
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000178 02.8.7 E008593
平成３１年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（ＬＰガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研
究）に関する報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

32.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000178.pdf

000185 02.8.7 E008616
平成31年度エネルギー需給高度化対策に関する調査等事業（バイオマス発電に用いる燃料の持続可能性
及びGHG排出量基準に関する調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000185.pdf

000189 02.8.7 E008594 平成31年度地球温暖化問題等対策調査（技術メカニズムに関する調査事業）
公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境連携室

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000189.pdf

000203 02.8.7 E008595 平成31年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療国際展開推進事業）報告書
一般社団法人
Medical Excellence 
JAPAN

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

14.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000203.pdf

000206 02.8.7 E008598
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（海外における再生可能エネルギー政策
等動向調査）調査報告書

東京海上日動リスク
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000206.pdf

000048 02.8.5 E008579
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業（エネルギー供給構造高度化法に基づく非
化石電源に係る認定業務及び非化石証書の利用価値向上に係る調査事業）調査報告書

日本ユニシス株式会
社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整備
課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000048.pdf

000049 02.8.5 E008580
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業 (電力流通に係る事業者別ＣＯ２排出係数
の算定・集計・分析等業務)調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整備
課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000049.pdf

000063 02.8.5 E008581
平成３１年度産業経済研究委託事業（企業の働き方に関するデジタルトランスフォーメーションを実現するた
めの調査及び普及啓発事業）調査報告書

株式会社日本能率
協会総合研究所

商務情報政策局
情報技術利用促進課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000063.pdf

000064 02.8.5 E008582
平成３１年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ＩｏＴ・ビッグデータ・人工知能を活用した革
新的なプロジェクト等の利活用促進に係る調査） 調査報告書

一般財団法人日本
情報経済社会推進
協会

商務情報政策局
情報技術利用促進課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000064.pdf

000069 02.8.5 E008583
平成31年度省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業（機能性材料の社会実装を支える高速・高
効率な安全性評価技術の開発）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

0.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000069.pdf

000070 02.8.5 E008584
平成31年度化学物質安全対策　（ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査）報
告書

ＪＦＥテクノリサーチ
株式会社

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000070.pdf

000076 02.8.5 E008585
平成３１年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事
業）調査報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

15.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000076.pdf

000110 02.8.5 E008586 平成３１年度健康寿命延伸産業創出推進事業（ヘルスケア産業整備等事業）報告書
株式会社日本総合
研究所

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000110.pdf

000118 02.8.5 E008587 平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査事業（潤滑油品質安定化調査・分析事業）調査報告書
一般社団法人潤滑
油協会

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000118.pdf

000802 02.8.5 E008588
平成３１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業・小規模事業者向け研究開発支援事業における審
査スキームの高度化・効率化に関する調査）調査報告書

株式会社リベルタ
ス・コンサルティング

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000802.pdf

000079 02.8.4 E008564
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業　タイ王国・アマタ・シティ・チョ
ンブリ工業団地における「廃棄物の統合的資源/エネルギー化事業」の実施可能性調査事業　調査報告書

株式会社エックス都
市研究所

貿易経済協力局
通商金融課資金協力室

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000079.pdf

000129 02.8.4 E008565
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業（ガス小売全面自由化広報フォロー
アップ調査）報告書

株式会社矢野経済
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部ガス市場整備
室

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000129.pdf

000130 02.8.4 E008566
令和元年度中小企業・小規模事業者人材対策事業（サービス等生産性向上応援隊の組成に向けた調査・検
討及びプログラムの開発・提供事業）調査報告書

一般社団法人サー
ビスデザイン推進協
議会

商務・サービスグループ
サービス政策課

23.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000130.pdf

000131 02.8.4 E008567 令和元年度学びと社会の連携促進事業（IT導入による生産性向上の事例調査事業）調査報告書 株式会社電通
商務・サービスグループ
サービス政策課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000131.pdf

000134 02.8.4 E008568
令和元年度産業経済研究委託費（生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の軽減措置に関する調査研
究）報告書

株式会社帝国データ
バンク

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000134.pdf
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000138 02.8.4 E008569
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費（我が国企
業によるインフラ海外展開促進調査）ロシア連邦・サハ共和国レナ川橋梁を中心とした周辺再開発に向けた
事業実施可能性調査報告書

株式会社駒井ハル
テック、株式会社野
村総合研究所

通商政策局
ロシア・中央アジア・コーカサス
室

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000138.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000138-1.zip

000141 02.8.4 E008570
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（熱量バンド制への移行による燃焼機器
の影響等調査）報告書

一般財団法人日本
ガス機器検査協会

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部ガス市場整備
室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000141.pdf

000018 02.7.27 E008556 令和元年度電力設備電磁界情報調査提供事業報告書
一般財団法人電気
安全環境研究所

産業保安グループ
電力安全課

47.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000018.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000018-1.zip

000032 02.7.27 E008563
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（産業保安システム構築事業に伴う事業用電気工
作物管理システム等の運用に係る検討）報告書

アバナード株式会社
産業保安グループ
電力安全課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000032.pdf

000089 02.7.27 E008557
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（空飛ぶクルマの実現に向けた地方
公共団体及び事業者等の動向調査）調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

製造産業局
総務課

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000089.pdf

000090 02.7.27 E008558
令和元年度　省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（国際ルールインテリジェンス
に関する調査（空飛ぶクルマの標準化動向調査))調査報告書

株式会社三菱総合
研究所

製造産業局
総務課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000090.pdf

000133 02.7.27 E008559
令和元年度「地域中小企業人材確保支援等事業（中小企業・小規模事業者における優良事例調査等事業/
地域ネットワーク実証事業）」事業報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

中小企業庁
経営支援部経営支援課

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000133.pdf

000140 02.7.27 E008560
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（遠隔監視制御活用拡大のための要件等検
討事業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
電力安全課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000140.pdf

000286 02.7.27 E008561
令和元年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源の供給安定
性評価調査））報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000286.pdf

000287 02.7.27 E008562
令和元年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源確保戦略策
定に係る基礎調査））報告書

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000287.pdf

000242 02.7.3 E008550
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ミャンマー・ティラワSEZ及び
周辺インフラ整備計画の実現可能性調査）

日本工営株式会社
貿易経済協力局
通商金融課

13.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000242.pdf

000038 02.6.30 E008539
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（新エネルギー発電設備の環境影響評価につ
いての検討事業）　報告書

株式会社千代田コン
サルタント

産業保安グループ
電力安全課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000038.pdf

000124 02.6.30 E008540 令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（プラスチック等資源循環推進調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000124.pdf

000125 02.6.30 E008541 令和元年度関西地域における学生・若者起業家に関する実態調査報告書
株式会社帝国データ
バンク

近畿経済産業局
産業部創業・経営支援課

30.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000125.pdf

000126 02.6.30 E008542 令和元年度定住・交流人口増加に向けたスポーツによるまちづくり・ビジネス創出に関する調査調査報告書
有限責任監査法人
トーマツ

近畿経済産業局
地域経済部地域開発室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000126.pdf

000139 02.6.30 E008543
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（水力発電設備における保安高度化推進事
業）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
電力安全課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000139.pdf

000143 02.6.30 E008544 令和元年度火薬類取締法技術基準見直しに係る調査事業報告書
公益社団法人全国
火薬類保安協会

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

10.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000143.pdf

000144 02.6.30 E008545 令和元年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書
公益社団法人全国
火薬類保安協会

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

94.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000144.pdf

000145 02.6.30 E008546
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（我が国のCCS導入のあり方に係る調査事
業）調査報告書

公益財団法人地球
環境産業技術研究
機構

産業技術環境局
地球環境対策室

12.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000145.pdf

000148 02.6.30 E008547 令和元年度産業経済研究委託事業（印刷業務の 適化に関する調査）報告書
富士ゼロックス株式
会社

大臣官房
政策評価広報課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000148.pdf
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000017 02.6.29 E008525 令和元年度関西高成長中小企業の新事業展開事例に関する調査研究
三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

近畿経済産業局
総務企画部中小企業政策調査
課

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000017.pdf

000027 02.6.29 E008535
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（欧米アジアの外国企業の対日投資
関心度調査）報告書

株式会社野村総合
研究所

貿易経済協力局
投資促進課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000027.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000027-1.zip

000061 02.6.29 E008536
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備被害情報共有システムの在り方にかかる
調査）調査報告書

株式会社NTTファシ
リティーズ エンジニ
アリング

産業保安グループ
電力安全課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000061.pdf

000102 02.6.29 E008527 令和元年度地球温暖化問題等対策調査（使用済小型電子機器等の再資源化事業調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000102.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000102-1.zip

000797 02.6.29 E008537
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（フィリピン国・カビテ地方の公
共交通網基本コンセプト策定 および軌道系中量輸送システム整備事業実現可能性調査）報告書

株式会社福山コンサ
ルタント

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

53.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000797.pdf

000798 02.6.29 E008538

令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（フィリピン国・カビテ地方の公
共交通網基本コンセプト策定 および軌道系中量輸送システム整備事業実現可能性調査）報告書（英語版）　
CAVITE-LAGUNA PUBLIC TRANSPORT MASTER PLAN AND THE PRELIMINARY FEASIBILITY STUDY 
OF MEDIUM-CAPACITY RAIL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF PHILIPPINES FINAL REPORT

株式会社福山コンサ
ルタント

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

40.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000798.pdf

000114 02.6.26 E008517
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費　クウェート
既設変電所におけるガス絶縁開閉装置の保全更新計画 適化に係る事業性調査調査報告書

中部電力株式会社
製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000114.pdf

000115 02.6.26 E008518

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費　クウェート
既設変電所におけるガス絶縁開閉装置の保全更新計画 適化に係る事業性調査調査報告書（英文）
Feasibility Study on Optimizing Maintenance and Replacement Planning for Gas Insulated Switchgears at 
Existing Kuwait Substations (Life Extension of Aging GIS Project) - Final Report

中部電力株式会社
製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000115.pdf

000116 02.6.26 E008519
令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(東部インド
ネシアにおける洋上天然ガス発電プラント及びLNG配送チェーン実施可能構想追及と新エネルギー需要創
出の事業性調査)

三菱重工業株式会
社、静岡ガス株式会
社、丸紅株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000116.pdf

000117 02.6.26 E008520

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(東部インド
ネシアにおける洋上天然ガス発電プラント及びLNG配送チェーン実施可能構想追及と新エネルギー需要創
出の事業性調査)(英文)FY2019 Study on business opportunity of High-quality Energy Infrastructure to 
Overseas "Pursue possible implementation of Feasible Project Structure for LNG Distribution and Power 
Plants(LDPP) and Business feasibility study for creating new energy demand in Eastern Indonesia"

三菱重工業株式会
社、静岡ガス株式会
社、丸紅株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000117.pdf

000119 02.6.26 E008521
令和元年度燃料安定供給対策に関する調査（石油業界における災害時燃料供給体制のあり方等に関する
調査）報告書

株式会社富士通総
研

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油精製備蓄課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000119.pdf

000120 02.6.26 E008522 令和元年度産業経済研究委託事業(規制改革による新規事業創造に係る調査)報告書
株式会社野村総合
研究所

経済産業政策局
産業創造課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000120.pdf

000122 02.6.26 E008523
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業（諸外国等における経済の電子化を踏
まえた課税の動向等に係る調査研究事業）調査報告書

KPMG税理士法人
貿易経済協力局
投資促進課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000122.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000122-1.zip

000101 02.6.25 E008526
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（産業界・地域と連携した消費需要喚起事業推進に
向けた現状調査）調査結果

株式会社クロス・
マーケティング

商務・サービスグループ
消費・流通政策課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000101-1.zip

000104 02.6.25 E008528
令和元年度中心市街地活性化支援人材育成事業（商店街におけるＰＤＣＡサイクル活用の促進に関する調
査）調査報告書

株式会社エーフォー
ス

中小企業庁
経営支援部商業課

221.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000104.pdf

000105 02.6.25 E008529
令和元年度商取引・サービスの適正化に係る事業（新型コロナウィルス感染症対策にかかる消費者衛生用
品購買動向調査）調査報告書

株式会社電通
商務・サービスグループ
参事官室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000105.pdf

000107 02.6.25 E008530
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素燃料電池ドローン等に係る基準作成の検討等に
関する調査）報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業保安グループ
高圧ガス保安室

12.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000107.pdf

000109 02.6.25 E008531
令和元年度化学物質安全対策（途上国におけるオゾン層破壊物質等の転換プロジェクト推進及び特定物質
等の破壊についての状況調査等事業）

株式会社野村総合
研究所

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保護
等推進室

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000109.pdf
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000111 02.6.25 E008532
令和元年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタルガバナンスに係る定量的評価方法
に関する調査研究）報告書

VISITS 
Technologies株式会
社

商務情報政策局
情報技術利用促進課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000111.pdf

000112 02.6.25 E008533
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（直接埋設による電線地中化工法の実用性等調
査）直接埋設による電線地中化工法の実用性調査報告書

一般社団法人日本
電気協会

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整備
課電力需給・流通政策室

36.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000112.pdf

000113 02.6.25 E008534
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（直接埋設による電線地中化工法の実用性等調
査）無電柱化ベストプラクティス集

一般社団法人日本
電気協会

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整備
課電力需給・流通政策室

13.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000113.pdf

000136 02.6.25 E008524
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（グローバルサプライチェーンを背景とした輸入製品
事故の減少に資する海外制度に係る動向調査）　報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
製品安全課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000136.pdf

000077 02.6.24 E008502
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（業務用ガス燃焼機器安全性向上対策に係る
調査研究）事業報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000077.pdf

000078 02.6.24 E008503
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全普及促進事業（ガス保安広報のあり方に
関する調査））に関する報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
ガス安全室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000078.pdf

000081 02.6.24 E008504
令和元年度地域経済産業活性化対策調査（官民連携による６次化推進拠点づくりに向けた地域商社事業に
関する調査）報告書【概要版】

ランドブレイン株式
会社

東北経済産業局
総務企画部企画調査課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000081.pdf

000082 02.6.24 E008505
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業委託費（気候変動をめぐる投資・金
融の動向を踏まえた企業活動に関する調査事業及び普及活動）　報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
環境経済室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000082.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000082-1.zip

000085 02.6.24 E008506
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（資源循環の取組を実施する企業を評価す
るための手法確立に係る調査）

日鉄総研株式会社
産業技術環境局
資源循環経済課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000085.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000085-1.zip

000087 02.6.24 E008507
令和元年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査(エネルギー関連統計の改善・整備等に向け
た調査)報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000087.pdf

000088 02.6.24 E008508
令和元年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査(総合エネルギー統計関係の整備及び分析
に関する調査)報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000088.pdf

000091 02.6.24 E008512
令和元年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（国際ルールインテリジェンス
に関する調査（スマートものづくり分野等における標準化戦略に関する調査））報告書

株式会社サイバー
創研

製造産業局
総務課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000091.pdf

000093 02.6.24 E008509 令和元年度福島県内における標準化支援体制等構築事業成果報告書
特許業務法人創成
国際特許事務所

東北経済産業局
地域経済部産業技術課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000093.pdf

000096 02.6.24 E008510
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費（マレーシアへの使用済
自動車リサイクルインフラ及び使用済自動車管理システムの展開可能性調査事業）調査報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

製造産業局
自動車課

26.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000096.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000096-1.zip

000098 02.6.24 E008511
令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携事業（繊維産業の価値創造モデルに関する調査事業）委託調査
報告書

株式会社矢野経済
研究所

製造産業局
生活製品課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000098.pdf

000029 02.6.23 E008492
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業ｰSDGｓ経営の海外展開及び地域企
業へのSDGｓ経営の普及啓発等のための調査研究ｰ

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

経済産業政策局
産業資金課

50.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000029.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000029-1.zip

000030 02.6.23 E008501
令和元年度産業経済研究委託事業「株価指数の運用・利用実態に関する調査並びにローカルベンチマーク
活用促進に向けた取組及び企業の多様な資金調達手法の現状・課題に関する調査」 終報告書（株価指数
の運用・利用実態に関する調査）

株式会社ボストン・コ
ンサルティング・グ
ループ

経済産業政策局
産業資金課

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000030.pdf

000065 02.6.23 E008493
令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託 （環境性能の高い製品・
サービス等に関する調査）

株式会社野村総合
研究所

産業技術環境局
環境経済室

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000065.pdf

000066 02.6.23 E008494
令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(温室効果ガス排出削減
のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調査)報告書

一般財団法人日本
エネルギー経済研
究所

産業技術環境局
環境経済室

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000066.pdf

000068 02.6.23 E008495 令和元年度産業経済研究委託事業（イントラネット効率化に向けた実証・調査）報告書
株式会社リーディン
グ・ソリューション

大臣官房
政策評価広報課

0.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000068.pdf
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000071 02.6.23 E008496
令和元年度化学物質安全対策（毒性発現予測システムの化学物質安全性審査への導入促進に係る調査）
調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

製造産業局
化学物質管理課化学物質リスク
評価室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000071.pdf

000072 02.6.23 E008497
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素導管供給システムの安全性評価事業（総合調
査））調査報告書

一般社団法人日本
ガス協会

産業保安グループ
ガス安全室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000072.pdf

000073 02.6.23 E008498
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素導管供給システムの安全性評価事業（地中及び
大気中の水素拡散挙動調査））調査報告書

株式会社四国総合
研究所

産業保安グループ
ガス安全室

14.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000073.pdf

000074 02.6.23 E008499
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素導管供給システムの安全性評価事業（水素導管
の大規模損傷リスク評価））調査報告書

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

産業保安グループ
ガス安全室

17.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000074.pdf

000075 02.6.23 E008500
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（経年埋設ガス管のリスク評価手法・基準開発事
業）報告書

一般財団法人日本
ガス機器検査協会

産業保安グループ
ガス安全室

40.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000075.pdf

000050 02.6.12 E008483
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（小規模鉱山における自主保安の推進のため
のマネジメントシステム等に関する調査）事業報告書

SOMPOリスクマネジ
メント株式会社

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000050.pdf

000051 02.6.12 E008484 令和元年度産業経済研究委託事業（エビデンスに基づく政策形成の実践等に関する支援及び調査）
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

大臣官房
政策評価広報課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000051.pdf

000052 02.6.12 E008485
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（貿易手続データの金融・保険分野等への利活用に
関する調査）調査報告書

KPMGコンサルティン
グ株式会社

商務・サービスグループ
物流企画室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000052.pdf

000053 02.6.12 E008486
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業費（プラスチック資源循環の推進に
向けた汎用プラスチック代替素材・再生材市場等の調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業技術環境局
資源循環経済課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000053.pdf

000054 02.6.12 E008487
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（宇宙状況把握データプラットフォー
ム形成に向けた各国動向調査）調査報告書

株式会社アストロス
ケール

製造産業局
航空機武器宇宙産業課宇宙産
業室

26.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000054.pdf

000058 02.6.12 E008488 令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備技術基準国際化調査）調査報告書
一般社団法人日本
電気協会

産業保安グループ
電力安全課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000058.pdf

000059 02.6.12 E008489 令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備技術基準関連規格等調査）報告書
一般社団法人日本
電気協会

産業保安グループ
電力安全課

11.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000059.pdf

000060 02.6.12 E008490
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電力分野のサイバーセキュリティ対策検討事業）報
告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
電力安全課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000060.pdf

000039 02.6.9 E008458
令和元年度　経済産業省委託　高圧ガス保安対策事業（高圧ガス保安技術基準作成・運用検討）　コール
ド・エバポレータの高圧法上の適用範囲及び保安検査の期間等の運用並びに高圧ガスを利用した各種製品
等に関する法技術的課題の検討報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000039.pdf

000040 02.6.9 E008459
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス
技術基準策定）（１）水素スタンドの遠隔監視による無人運転の調査及び技術上の基準（案）の検討　報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000040.pdf

000041 02.6.9 E008460
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス
技術基準策定）（２）燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価・基準の検討　報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000041.pdf

000042 02.6.9 E008461
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス
技術基準策定）（３）水素スタンド立地地方自治体における審査業務等の執行状況調査　報告書

高圧ガス保安協会
産業保安グループ
高圧ガス保安室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000042.pdf

000044 02.6.9 E008466
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業　デジタル化等による経済産業省の会計手続の
簡素化・効率化に向けた検討・調査　調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

大臣官房
会計課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000044.pdf

000743 02.6.9 E008454
平成３１年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（国内電気計量制度のあり方に係る詳細調査分
析）報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力産業・市
場室

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000743.pdf

000754 02.6.9 E008455
平成31年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査 （託送料金制度の在り方等に関する詳細調査分
析） 調査報告書

有限責任監査法人
トーマツ

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力産業・市
場室

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000754.pdf
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000812 02.6.9 E008456
平成３１年度産業技術調査事業（グローバルオープンイノベーションに向けた国際共同研究の在り方に関す
る調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
総務課，研究開発課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000812.pdf

000823 02.6.9 E008457 令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（プラントIT化促進に向けた調査）報告書
株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
高圧ガス保安室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000823.pdf

000152 02.6.8 E008463 令和元年度女性活躍推進のための基盤整備委託事業（ダイバーシティ経営アンバサダー事業）報告書
EY新日本有限責任
監査法人

経済産業政策局
経済社会政策室

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000152.pdf

000153 02.6.8 E008464 令和元年度「女性活躍推進のための基盤整備事業（女性起業家等支援ネットワーク構築事業）」活動報告書
一般社団法人サー
ビスデザイン推進協
議会

経済産業政策局
経済社会政策室

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000153.pdf

000031 02.5.25 E008433
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発事業（電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方
に関する動向調査） 報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

産業保安グループ
製品安全課

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000031.pdf

000033 02.5.25 E008434
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（産業保安システム構築事業に伴う代行申請者へ
の周知に係る検討調査）調査報告書

アクセンチュア株式
会社

産業保安グループ
電力安全課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000033.pdf

000034 02.5.25 E008435
令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（自家用電気工作物の点検におけるスマート
保安の技術動向調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業保安グループ
電力安全課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000034.pdf

000035 02.5.25 E008436
令和元年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（電気工事業者情報の地方自治体との共有に
関する検討調査）調査報告書

アバナード株式会社
産業保安グループ
電力安全課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000035.pdf

000036 02.5.25 E008437 令和元年度化学物質安全対策(第一種特定化学物質含有製品等の安全性に関する調査)報告書
一般財団法人化学
物質評価研究機構

製造産業局
化学物質管理課化学物質安全
室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000036.pdf

000037 02.5.25 E008438
令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（公的保険外・医療周辺サービス実態調査）調査報
告書

公益社団法人日本
医師会

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課

12.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000037.pdf

000001 02.5.20 E008425
令和元年度　知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業（官民合同ミッション等支援事業）調査
報告書

独立行政法人日本
貿易振興機構

製造産業局
模倣品対策室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000001.pdf

000004 02.5.20 E008426 令和元年度「アジア地域における中小企業のSDGsビジネス展開のあり方」調査事業 終報告書
有限責任監査法人 
トーマツ

近畿経済産業局
通商部国際事業課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000004.pdf

000008 02.5.20 E008427
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業(エネルギー政策動向分析・調査支援
事業)報告書

一般財団法人 日本
エネルギー経済研
究所

資源エネルギー庁
長官官房総務課戦略企画室

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000008.pdf

000012 02.5.20 E008428 令和元年度原子力の利用状況等に関する調査（海外における原子力政策等動向調査）調査報告書
株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策課

16.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000012.pdf

000016 02.5.20 E008429 令和元年度化学物質安全対策（水銀管理に関する国際動向調査等）調査報告書
株式会社エックス都
市研究所

製造産業局
化学物質管理課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000016.pdf

000019 02.5.20 E008430
令和元年度原子力の利用状況等に関する調査事業（諸外国の原子力研究機関における施設供与等の動向
調査)

ワシントンコアL.L.C.
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部原子力政策課

11.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000019.pdf

000094 02.5.20 E008431
令和元年度中小企業実態調査事業（中小企業のITツール等導入プロセスにおけるナッジ活用の可能性に関
する調査）

株式会社電通
中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

134.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000094.pdf

000095 02.5.20 E008432
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（地域におけるものづくり中小企業デジタル化の面的展開に関
する調査事業）調査報告書

アクセンチュア株式
会社

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新課

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000095.pdf

000084 02.5.15 E008462
令和元年度産業経済研究委託事業（生産性向上や業務効率化を目的とした職員のオフィス利用状況に関す
る実態調査）報告書

明豊ファシリティワー
クス株式会社

大臣官房
政策評価広報課

20.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000084.pdf

000795 02.5.15 E008418
令和元年度 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業　コロンビア国・メ
デジン市における都市交通マスタープラン検討調査報告書

パシフィックコンサル
タンツ株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

10.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000795.pdf
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000796 02.5.15 E008419
令和元年度 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業　コロンビア国・メ
デジン市における都市交通マスタープラン検討調査報告書 （スペイン語版）"Informe del estudio sobre el 
Plan Maestro de Transporte Urbano en Medellín,"

パシフィックコンサル
タンツ株式会社

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

10.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000796.pdf

000799 02.5.15 E008420
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業トルクメニスタン国における鉄
道近代化事業調査報告書

株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツグ
ローバル

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

29.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000799.pdf

000800 02.5.15 E008421
令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業トルクメニスタン国における鉄
道近代化事業調査報告書（英語版）FY2020 Study on Business Opportunity of High-quality Infrastructure 
to Overseas Railway Modernization Project in Turkmenistan Final Report

株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツグ
ローバル

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000800.pdf

000801 02.5.15 E008422

令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業トルクメニスタン国における鉄
道近代化事業調査報告書（ロシア語版）Технико-экономическое обоснов
ание расширения качественной инфраструктуры за р
убежом в 2020 г.　Модернизация железных дорог в Туркм
енистане　Доклад

株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツグ
ローバル

製造産業局
国際プラント・インフラシステム・
水ビジネス推進室

27.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000801.pdf

000811 02.5.15 E008423
令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（我が国及び主要国
での企業結合審査等における経済分析の活用等に関する調査））調査報告書

ＮＥＲＡエコノミックコ
ンサルティング（登記
名：オリバーワイマン
グループ株式会社）

経済産業政策局
競争環境整備室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000811.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000811-1.zip

000870 02.5.15 E008424
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（令和元年台風１５号による送配電設備の事故原因
の調査・分析等に係る調査）調査報告書

みずほ情報総研株
式会社

産業保安グループ
電力安全課

12.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000870.pdf

000742 02.5.13 E008411
令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査（電力分野のサイバーセキュリティ対策のあり方
に関する詳細調査分析）報告書

株式会社三菱総合
研究所

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力産業・市
場室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000742.pdf

000755 02.5.13 E008412 令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（資源効率性に関する調査等事業）報告書
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
資源循環経済課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000755.pdf

000756 02.5.13 E008413
令和元年度中小企業実態調査事業（一般競争入札における一者応札に関する調査及び国の調達における
ベンチャー企業の参入拡大に関する調査）　調査報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研
究所

大臣官房
会計課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000756.pdf

000785 02.5.13 E008414
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（クラウドサービスのトラスト確保に
係る調査）報告書

ＮＴＴテクノクロス株
式会社

商務情報政策局
情報経済課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000785.pdf

000790 02.5.13 E008415
令和元年度電気施設等の保安規制の合理化に係る調査（通信教育による資格取得制度導入に関する調
査・検討）報告書

株式会社エヌ・ティ・
ティデータ経営研究
所

産業保安グループ
電力安全課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000790.pdf

000791 02.5.13 E008416
令和元年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（アジアにおける資源循環関連制度構築に
向けた調査）報告書

三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株
式会社

産業技術環境局
資源循環経済課

67.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000791.pdf

000792 02.5.13 E008417
令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（海洋における石油・天然ガス開発に係る保安
調査）報告書

一般財団法人エンジ
ニアリング協会

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付

11.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000792.pdf

000062 02.4.28 E008404
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業費（資源循環の推進に向けた再生
樹脂の需要と仕様表記システム検討に係る調査）報告書

株式会社三菱総合
研究所

産業技術環境局
資源循環経済課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000062.pdf

000825 02.4.9 E008329
令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（中小企業のＡＩ活用促進に関する調査事業）調査報告
書

ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟ
ﾆｰ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

商務情報政策局
情報技術利用促進課

13.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000825.pdf

000639 02.3.25 E008301
令和元年度中小企業実態調査事業(エンジェル税制活用による地方ベンチャー企業活性化に係る調査委託
事業)報告書

みずほ情報総研株
式会社

中小企業庁
経営支援部創業・新事業促進課

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000639.pdf

000789 02.3.24 E008299
令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（リチウムイオン蓄電池搭載電気製品の安全基準検
討に係る調査）報告書

一般財団法人日本
品質保証機構

産業保安グループ
製品安全課

9.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000789.pdf

000619 02.2.26 E008274
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（横断的な技術情報を活用したイノ
ベーター分析事業）調査報告書

アスタミューゼ株式
会社

大臣官房
グローバル産業室

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000619.pdf

000599 02.1.29 E008266
平成３１年度産業経済研究委託事業（DXを促進するためのシステムガバナンスに関する調査研究）報告書
（デジタルガバナンスに関する有識者検討会取りまとめ）

株式会社ＮＴＴデータ
経営研究所

商務情報政策局
情報技術利用促進課

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000599.pdf
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000597 02.1.20 E008262
令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（新興国におけるスマートシティ開発
のニーズ及び日本の自治体・企業の参画可能性に係る調査研究）報告書

株式会社野村総合
研究所

大臣官房
第四次産業革命政策室

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000597.pdf

000486 02.1.15 E008256
平成３１年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業（国庫債務負担行為に係るもの）平成３０
年中小企業実態基本調査報告書（平成２９年度決算実績）

エム・アール・アイリ
サーチアソシエイツ
株式会社

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

30.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000486.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000486-1.zip

000556 01.12.12 E008238
平成３１年度燃料安定供給対策に関する調査（石油統計調査の適正性向上に資する機能強化に関する調
査）調査報告書

株式会社日立製作
所

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

59.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000556.pdf

000546 01.11.21 E008231
平成３１年度産業経済研究委託事業（デジタルトランスフォーメーションを推進する企業に関する調査及び普
及事業）調査報告書

一般社団法人日本
情報システム・ユー
ザー協会

商務情報政策局
情報技術利用促進課

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000546.pdf
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