
令和４年度契約実績の公表(令和４年10月31日現在)

1 情報化支援戦略部 国際展示場施設利用申込 R4.5.31 (株)幕張メッセ 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 13,790,820 13,790,820 随意契約 (2)ア

2 情報化支援戦略部 「地方自治情報化推進フェア2022」に
係る企画・設営・運営業務

R4.8.8 （株）日経イベント・プロ 東京都千代田区大手町1-3-7 55,280,638 54,962,600 一般競争

3 管理部 レイアウト作成等プロジェクト管理支援
業務

R4.4.1 三機工業(株) 東京都中央区明石町8-1 50,697,000 45,650,000 随意契約 (2)キ

4 管理部 建築基本計画・設計・監理業務 R4.4.1 (株)エイ.アンド.エス.システ
ム

東京都千代田区飯田橋3-11-13 21,968,000 19,030,000 随意契約 (2)キ

5 管理部 貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎） R4.4.1 志幸建設(株) 埼玉県和光市丸山台1-10-6 2,978,743 2,497,560 随意契約 (2)ア

6 管理部 令和４年度コピー用紙購入 R4.4.1 西ノ宮(株) 東京都千代田区内神田1-14-5 1,620,000 単価契約
（予定総額
1,540,550）

一般競争

7 管理部 令和４年度梱包・発送等業務 R4.4.1 (株)マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 1,320,000 単価契約
（予定総額
1,140,480）

一般競争

8 管理部 建物賃貸借契約（派遣職員の宿舎） R4.4.4 生和不動産保証(株) 大阪府大阪市福島区福島5-8-1 2,224,800 2,224,800 随意契約 (2)ア

9 管理部 新規回線申込 R4.4.4 (株)NTTドコモ 東京都千代田区富士見2-10-2 1,843,380 1,843,380 随意契約 (2)キ

10 管理部 財務会計システムにおける動作環境ブ
ラウザのサポート終了に伴う対応業務

R4.4.21 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 1,861,464 1,729,200 随意契約 (2)キ

11 管理部 19インチラック等の調達及び据付工事
業務

R4.6.1 (株)日立システムズフィー
ルドサービス

東京都江東区越中島3-5-25 47,023,000 23,958,000 一般競争

12 管理部 セキュリティ設備の構築・運用に係る業
務

R4.6.2 (株)クマヒラ 東京都中央区日本橋本町1-10-3 338,520,820 251,809,910 随意契約 (2)キ

13 管理部 令和３年度財務諸表官報公告 R4.7.8 東京都官報販売所 東京都千代田区神田錦町1-2 1,856,952 1,856,952 随意契約 (2)オ

14 教育研修部 令和４年度動画研修に係る講義の撮
影・編集業務

R4.4.14 (株)Swimmy 東京都品川区東五反田1-6-3 4,100,000 単価契約
（予定総額
1,072,500）

一般競争
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15 教育研修部 令和４年度リモートラーニングによるデ
ジタル人材育成のための基礎研修事
業におけるコンテンツ作成業務（個人
情報保護コース及びデジタルリテラ
シー修得コース）

R4.5.20 (株)ネットラーニング 東京都新宿区西新宿7-2-4 10,600,000 3,960,000 一般競争

16 教育研修部 令和４年度リモートラーニングによるデ
ジタル人材育成のための基礎研修事
業におけるコンテンツ作成業務（情報
セキュリティコース）

R4.5.20 (株)インソース 東京都千代田区神田小川町3-20 5,890,000 1,760,000 一般競争

17 教育研修部 令和４・５・６年度リモートラーニング学
習管理システム運用委託

R4.6.10 (株)インソース 東京都千代田区神田小川町3-20 37,750,000 18,961,800 一般競争

18 教育研修部 令和４・５・６年度リモートラーニングに
よるデジタル人材育成のための基礎研
修事業における運用業務

R4.7.22 (株)ネットラーニング 東京都新宿区西新宿7-2-4 80,000,000 62,931,000 一般競争

19 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
OS更新対応業務

R4.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

279,904,460 231,252,450 随意契約 (2)キ

20 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
業務アプリケーションソフト（V22）に係
る業務

R4.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

229,502,999 198,660,000 随意契約 (2)キ

21 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
ネットワークに係るSE保守業務

R4.4.1 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 20,795,544 19,800,000 随意契約 (2)キ

22 住基全国センター
企画部

住基ネット・マイナンバーカードヘルプ
デスクにおけるセキュリティ支援業務

R4.4.1 エヌ・ティ・ティ・アドバンス
テクノロジ(株)

東京都新宿区西新宿3-20-2 22,186,560 19,266,720 随意契約 (2)オ

23 住基全国センター
企画部

市町村における資源配付に係る運用
保守業務

R4.4.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,859,965 4,675,550 随意契約 (2)キ

24 住基全国センター
企画部

鍵管理システム運用支援等業務 R4.4.1 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 4,619,780 3,909,400 随意契約 (2)キ

25 住基全国センター
企画部

令和４年度DVD媒体等複製及び梱包
業務

R4.4.8 東京電化(株) 東京都豊島区池袋1-7-14 7,400,000 単価契約
（予定総額
5,171,210）

一般競争

26 住基全国センター
企画部

口座情報登録システム接続に伴う相
互接続環境構築業務

R4.4.22 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 2,451,157 2,444,860 随意契約 (2)キ

27 住基全国センター
企画部

サーバ機器等のデータ抹消、解体及び
運搬業務

R4.4.25 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 16,855,000 16,399,900 随意契約 (6)
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28 住基全国センター
企画部

CS管理データ移行ツールに関する検
証等業務

R4.5.23 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 2,181,894 1,749,000 随意契約 (2)キ

29 住基全国センター
企画部

国の利用機関との相互接続環境構築
業務

R4.5.31 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 2,451,157 2,444,860 随意契約 (2)キ

30 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
開発用サーバ等機器の賃貸借及び保
守等

R4.6.8 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

34,670,000 20,275,200 一般競争

31 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
業務アプリケーションソフト改修業務

R4.6.9 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区東新橋1-5-2

4,822,400 4,666,200 随意契約 (2)キ

32 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムと
国の関係機関等とのテスト支援業務

R4.6.13 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,209,468 781,000 随意契約 (2)キ

33 住基全国センター
企画部

区域変更に伴う検証等業務 R4.6.16 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,811,125 3,963,300 随意契約 (2)キ

34 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステム用
ファイアウォールの通信監視機能の改
修に係る業務

R4.6.17 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 31,549,419 26,983,000 随意契約 (2)キ

35 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムに
おける集約ネットワーク更改業務

R4.6.20 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 333,546,104 333,539,800 一般競争

36 住基全国センター
企画部

区域変更に伴う都道府県サーバ及び
全国サーバへの影響に関する検証等
業務

R4.6.24 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,770,175 1,449,800 随意契約 (2)キ

37 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける機器・ソフト
ウェア（全国本番環境）の賃貸借及び
保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

631,053,720

38 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける機器・ソフト
ウェア（都道府県本番環境）の賃貸借
及び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

733,974,120

39 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける機器・ソフト
ウェア（事前検証環境）の賃貸借及び
保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

640,246,464

40 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける機器・ソフト
ウェア（開発環境）の賃貸借及び保守
等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

388,807,848

2,475,518,904 一般競争
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41 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおけるデータベー
スソフトウェア（全国本番環境）の賃貸
借及び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

121,469,832

42 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおけるデータベー
スソフトウェア（都道府県本番環境）の
賃貸借及び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

85,363,344

43 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおけるデータベー
スソフトウェア（事前検証環境）の賃貸
借及び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

206,540,928

44 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおけるデータベー
スソフトウェア（開発環境）の賃貸借及
び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

51,580,584

45 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける運用管理ソ
フトウェア（全国本番環境）の賃貸借及
び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

78,605,208

46 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける運用管理ソ
フトウェア（都道府県本番環境）の賃貸
借及び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

163,823,616

47 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける運用管理ソ
フトウェア（事前検証環境）の賃貸借及
び保守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

96,707,160

48 住基全国センター
企画部

附票連携システムにおける運用管理ソ
フトウェア（開発環境）の賃貸借及び保
守等

R4.6.28 ・NECキャピタルソリュー
ション(株)
・日本電気(株)

・東京都港区港南2-15-3
・東京都港区芝5-7-1

50,432,184

49 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステム全
国サーバ及び都道府県サーバへの資
源配付用媒体作成等業務

R4.6.30 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 4,718,032 4,664,000 随意契約 (2)キ

50 住基全国センター
企画部

セキュリティ更新プログラム等適用の
ための手順書等作成に係る業務

R4.7.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

49,420,272 40,467,350 随意契約 (2)キ

51 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムに
おける国の利用機関の回線敷設に係
る業務

R4.7.14 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 2,451,157 2,444,860 随意契約 (2)キ

490,101,979 一般競争

396,694,794 一般競争
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52 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
開発用セキュリティモジュールのライセ
ンス保守購入

R4.7.15 (株)ビー・エス・デーイン
フォメーションテクノロジー

東京都中央区銀座3-4-12 2,280,960 2,150,500 随意契約 (2)オ

53 住基全国センター
企画部

集約ネットワーク更改に係る切替作業
等支援業務

R4.7.29 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 9,793,087 9,252,100 随意契約 (2)キ

54 住基全国センター
企画部

マイクロソフト　エンタープライズ　サー
ビス

R4.8.18 日本マイクロソフト(株) 東京都港区港南2-16-3 37,634,630 33,110,000 随意契約 (2)カ

55 住基全国センター
企画部

本人確認情報の提供状況及び住民票
コードの提供状況の官報公告

R4.8.26 全国官報販売協同組合 東京都北区田端新町1-1-14 1,535,985 1,493,612 随意契約 (2)オ

56 住基全国センター
企画部

市町村への資源配付用媒体作成等業
務

R4.9.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,871,581 4,553,450 随意契約 (2)キ

57 住基全国センター
企画部

住基JPKI監査関連業務 R4.9.8 ＰｗＣあらた有限責任監査
法人

東京都千代田区大手町1-1-1 99,800,000 79,750,000 一般競争

58 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムの
業務アプリケーション配付に係る業務

R4.9.13 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

49,410,834 44,730,400 随意契約 (2)キ

59 住基全国センター
企画部

ヘルプデスク向けコールセンターシス
テム（CTI・PBX）のサービス提供業務

R4.9.15 ソフトバンク(株) 東京都港区海岸1-7-1 42,270,000 34,160,830 一般競争

60 住基全国センター
企画部

端末機のOS更新対応に伴う業務 R4.10.4 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

48,868,875 42,070,050 随意契約 (2)キ

61 住基全国センター
企画部

セキュリティ更新プログラム等適用に
伴う動作確認業務

R4.10.4 エヌ・ティ・ティ・アドバンス
テクノロジ(株)

東京都新宿区西新宿3-20-2 19,610,000 8,635,000 一般競争

62 住基全国センター
企画部

附票連携システムと住基全国サーバ
等との接続に係る業務

R4.10.17 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 49,548,290 46,030,050 随意契約 (2)キ

63 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステム全
国センターの情報セキュリティ監査業
務

R4.10.21 有限責任監査法人トーマ
ツ

東京都千代田区丸の内3-2-3 19,451,335 10,967,000 一般競争

64 住基全国センター
企画部

Universal Oneサービスに係る提供条
件特約（附票連携システムにおける全
国サーバ及び都道府県サーバの遠隔
監視用回線等）

R4.10.24 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 120,238,000 119,805,840 一般競争

5 



予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別
随意契約
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65 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステム監
視用機器の変更等業務

R4.10.25 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 4,702,665 3,586,000 随意契約 (2)キ

66 住基全国センター
企画部

ジョブ管理ソフト等の起動リトライ対応
業務

R4.10.27 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 2,616,504 1,739,650 随意契約 (2)キ

67 住基全国センター
企画部

住民基本台帳ネットワークシステムに
おける市町村等設置機器のOS更新対
応に伴う業務

R4.10.31 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

31,372,880 26,291,100 随意契約 (2)キ

68 個人番号センター
企画部

テスト用ICカードのデータ作成作業業
務

R4.4.18 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

49,388,570 48,610,650 随意契約 (2)キ

69 個人番号センター
企画部

オンライン申請用QRコード付きマイナ
ンバーカード交付申請書の再々送付に
係る業務（データ作成業務）

R4.4.20 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・(株)日立製作所

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都千代田区丸の内1-6-6

91,726,651 89,324,438 随意契約 (3)

70 個人番号センター
企画部

マイナンバーカードの普及率向上に伴
うJPKIシステムのCS連携サーバ増設
業務

R4.4.21 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

49,004,516 48,950,000 随意契約 (2)キ

71 個人番号センター
企画部

委託機関窓口設置端末のセキュリティ
更新プログラム等適用に伴う動作確認
等業務

R4.5.16 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・富士通(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区東新橋1-5-2

4,977,649 4,957,590 随意契約 (2)キ

72 個人番号センター
企画部

個人番号カード交付申請書等作成業
務

R4.6.22 (株)ＤＮＰデータテクノ 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 1,583,333,784 単価契約
（予定総額

1,321,260,710）

随意契約 (3)

73 個人番号センター
企画部

個人番号カード交付申請書等作成業
務

R4.6.22 凸版印刷(株) 東京都文京区水道1-3-3 489,234,184 単価契約
（予定総額

468,116,000）

随意契約 (3)

74 個人番号センター
企画部

ソフトウェア特別延長サポートライセン
ス購入

R4.6.27 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 2,234,100 2,234,100 随意契約 (2)キ

75 個人番号センター
企画部

クラウド型WAFサービスのライセンス更
新

R4.7.8 日鉄ソリューションズ(株) 東京都港区虎ノ門1-17-1 2,500,000 1,921,458 一般競争

76 個人番号センター
企画部

マイナンバーカードの機能のスマート
フォン搭載等の実現に向けた開発等業
務

R4.7.25 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 1,922,200,000 1,897,500,000 一般競争
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77 個人番号センター
企画部

システム移行に係る工程管理支援業
務

R4.7.25 日本アイ・ビー・エム(株) 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 618,000,000 467,500,000 一般競争

78 個人番号センター
企画部

特定署名用電子証明書記録情報提供
に関するシステムにおける機器賃貸借
等

R4.7.27 三菱HCキャピタル(株) 東京都千代田区丸の内1-5-1 1,440,000,000 1,058,987,600 一般競争

79 個人番号センター
企画部

公的個人認証サービスシステムに関す
る外部連携に係る機器賃貸借等業務

R4.8.3 ・(株)JECC
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

511,000,000 506,000,000 一般競争

80 個人番号センター
企画部

個人番号カード管理システム及びカー
ド有効性連携管理システムにおける
サーバ等保守作業に係る業務

R4.8.4 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

124,954,280 111,934,568 随意契約 (2)キ

81 個人番号センター
企画部

令和４年度個人番号カード管理システ
ムの運用に係る政府統一基準に基づく
助言型監査業務

R4.9.2 有限責任監査法人トーマ
ツ

東京都千代田区丸の内3-2-3 9,560,000 2,684,000 一般競争

82 個人番号センター
企画部

Universal Oneサービスに係る提供条
件特約（開発環境テスト用等の接続回
線）

R4.9.26 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 9,069,852

83 住基全国センター
企画部

Universal Oneサービスに係る提供条
件特約（開発環境テスト用等の接続回
線）

R4.10.4 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 4,578,552

84 個人番号センター
企画部

ＩＰ通信網サービスに係る提供条件特
約（公的個人認証サービスシステム用
インターネット接続回線(検証用)）

R4.9.27 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 15,840,000 14,520,000 一般競争

85 個人番号センター
企画部

個人番号カード交付申請書等作成業
務

R4.10.17 凸版印刷（株） 東京都文京区水道1-3-3 1,608,117,664 単価契約
（予定総額

1,597,490,792）

随意契約 (3)

86 個人番号センター
企画部

個人番号カード交付申請書等作成業
務

R4.10.17 （株）DNPデータテクノ 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 362,942,304 単価契約
（予定総額

325,159,274)

随意契約 (3)

87 個人番号センター
企画部

公的個人認証サービスの将来システ
ムの課題に関する調査検討業務

R4.10.17 サイバートラスト(株) 東京都港区六本木1-9-10 23,608,000 11,357,500 一般競争

88 個人番号センター
企画部

個人番号通知書・個人番号カード及び
公的個人認証サービスに係る住民向
けコールセンター支援業務

R4.10.19 （株）ベルシステム２４ 東京都港区虎ノ門4-1-1 119,450,277 88,197,939 随意契約 (3)

14,501,000 一般競争
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89 個人番号センター
企画部

Universal Oneサービスに係る提供条
件特約（個人番号カード管理システム
に係るテスト用接続回線）

R4.10.20 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 4,970,000 4,329,600 一般競争

90 個人番号センター
企画部

個人番号通知書等作成業務 R4.10.20 （株）DNPデータテクノ 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 371,461,000 単価契約
(予定総額

340,560,000)

一般競争

91 LGWAN全国センター
企画部

ファイアーウォール等のOSバージョン
アップ事前検証業務

R4.5.26 ソフトバンク(株) 東京都港区海岸1-7-1 4,460,060 4,308,964 随意契約 (2)キ

92 LGWAN全国センター
企画部

ファイアーウォール等のOSバージョン
アップ業務

R4.7.29 ソフトバンク(株) 東京都港区海岸1-7-1 4,912,600 4,830,650 随意契約 (2)キ

93 LGWAN全国センター
中間サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォーム
ASPサービスに係る自治体中間サー
バー・ソフトウェア保守業務（ソフトウェ
ア改修業務）

R4.4.1 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 340,158,500 330,486,200 随意契約 (2)キ

94 ICTイノベーションセン
ター
研究開発部

被災者支援システムサポート事業にお
ける「被災者支援システム 全国サポー
トセンター」の運営業務

R4.4.1 (株)システム・エージ 兵庫県伊丹市御願塚3-1-18 28,016,027 27,117,024 随意契約 (2)キ

95 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

地方消費税システムの稼動維持業務 R4.4.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 8,479,922 8,250,000 随意契約 (2)キ

96 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

J-LISポータルシステムの稼動維持業
務

R4.4.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 7,112,017 5,830,000 随意契約 (2)キ

97 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

事務系LANシステムにおける利用ライ
センス追加に係るサービス提供業務

R4.4.20 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 2,426,028 2,426,028 随意契約 (2)キ

98 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

プリンタトナーカートリッジ等消耗品の
購入

R4.4.26 ジャパン・ビジネス・サプラ
イ(株)

東京都千代田区東神田1-4-1 2,163,000 単価契約
（予定総額
1,547,370）

一般競争

99 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供シス
テムの性能検証業務

R4.5.23 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 4,958,035 4,730,000 随意契約 (2)キ

100 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

端末管理ソリューションの更新ライセン
スの購入

R4.6.1 NECフィールディング(株) 東京都港区芝浦4-9-25 4,999,632 4,998,400 随意契約 (2)キ
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101 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

Web会議クラウドサービス（SaaS）の利
用

R4.6.2 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 7,590,000 7,590,000 随意契約 (5)

102 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

事務系LANにおけるEDRサービスの全
面的導入業務

R4.6.30 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 17,883,800 15,958,096 随意契約 (2)キ

103 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

事務系LANシステムにおける利用ライ
センス追加に係るサービス提供業務

R4.8.3 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 4,075,280 4,075,280 随意契約 (2)キ

104 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

自動車登録・検査情報提供システム改
修業務

R4.10.6 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,715,370 4,459,576 随意契約 (2)キ

105 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

令和４年度・令和５年度軽自動車検査
情報市区町村提供システム維持保守
に係る業務

R4.10.17 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1 25,890,000 25,301,100 一般競争

106 システム統括室 データベースソフトウェアに係る人材育
成プログラム業務

R4.4.15 日本オラクル(株) 東京都港区北青山2-5-8 22,000,000 20,680,000 随意契約 (2)オ
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（注）随意契約によることとした理由

「地方公共団体情報システム機構契約事務の処理に関する取扱細則」に基づく区分

(1) 予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる契約の種類に応じた金額を超えないとき（少額随意契約）。

ア 工事又は製造の請負 … ２５０万円

イ 財産の買入れ ………… １６０万円

ウ 物件の借入れ ………… 　８０万円

エ 財産の売払い ………… 　５０万円

オ 物件の貸付け ………… 　３０万円

カ その他 ………………… １００万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しない次に掲げる場合

ア 土地又は建物を借り入れるとき。

イ 機構の行為を秘密にする必要があるとき。

ウ 運送又は保管をさせるとき。

エ 国又は地方公共団体から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。

オ 法令の規定、地方公共団体との取決め、既に締結した他の契約の規定等により、契約の相手方が特定されているとき。

カ 特許権等の排他的権利に係る物品等又は役務の調達をする場合において、契約の相手方が特定されているとき。

キ

既に調達をした物品等（以下「既調達物品等」という。）又は既に契約を締結した役務（以下「既契約役務」という。）につき、交換部品その他既
調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約役務に連接して提供を受ける同種の役務の調達をする場合であって、既調達物品
等又は既契約役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるお
それがあるとき。

ク 複数の事業者から企画提案や技術提案等を提出させ、その提案内容の優劣により契約の相手方を選定するとき（企画競争方式）。

ケ その他理事長が契約の性質又は目的が競争入札に適しないと認めるとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付して入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

※少額随意契約は、公表対象外

区分
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