平成30年度契約実績の公表

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

1 情報化支援戦略部 「地方自治情報化推進フェア2018」に係る H30.3.26
企画・設営・運営業務
2 情報化支援戦略部 脆弱性セルフ診断ツール運用・保守業務 H30.3.28
委託

（株）サンケイビルテクノ

東京都千代田区神田駿河台2-3-11

53,000,000

44,527,320 一般競争

(株)電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

4,860,000

4,860,000 随意契約

(2)キ

3 情報化支援戦略部 KIP LGWAN-ASPサービス利用

H30.3.29

京都電子計算(株)

京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵
屋町260

5,832,000

5,832,000 随意契約

(2)キ

4 情報化支援戦略部 プリンタトナーカートリッジ等消耗品の購
入に関する単価契約

H30.4.27

（株）井上企画

東京都町田市本町田3275-12

2,100,000

5 情報化支援戦略部 インシデントレスポンス初動対応パックに H30.7.18
関する業務

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

2,049,478

単価契約 一般競争
(予定総額
1,611,050)
1,944,000 随意契約

(3)

6 情報化支援戦略部 展示ホール賃貸借契約

H30.8.13

（株）東京ビックサイト

東京都江東区有明3-11-1

14,126,400

14,126,400 随意契約

(2)ア

7 情報化支援戦略部 自治体情報セキュリティ向上プラット
フォーム利用

H30.9.28

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

24,900,000

(2)キ

8 情報化支援戦略部 地方公共団体情報システム機構ウェブサ H31.2.18
イトの移行及びサービス提供業務

（株）ジインズ

山梨県笛吹市境川町三椚301

30,704,000

単価契約 随意契約
(予定総額
24,899,500)
30,495,744 随意契約

9 情報化支援戦略部 事務系LANシステム端末追加設定作業

H31.3.6

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

3,333,000

3,312,900 随意契約

10 管理部総務課

平成30年度印刷製本業務

H30.4.1

(株)ワコー

東京都千代田区神田神保町1-62

4,446,938

11 管理部総務課

平成30年度梱包・発送等業務

H30.4.1

(株)マルテックス

東京都大田区京浜島1-2-6

2,142,105

12 管理部総務課

平成30年度コピー用紙の購入

H30.4.1

西ノ宮(株)

東京都千代田区内神田1-14-5

1,363,800

13 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

H31.3.6

個人のため公表しない

14 管理部総務課

賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

H31.3.21

有限会社 平川商事

東京都江戸川区江戸川6-18-3

15 研究開発部

被災者支援システムサポート事業におけ H30.3.30
る「被災者支援システム 全国サポートセ
ンター」の運営業務委託（請負）
「証明書交付センター運営業務委託(平成 H30.3.30
30年度)」委託契約

(一財)西宮市都市整備公社

兵庫県西宮市西宮浜1-31

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1

16 研究開発部

3,478,674

1

単価契約
(予定総額
3,946,963）
単価契約
(予定総額
1,690,100）
単価契約
(予定総額
1,327,670）
2,188,089

(6)
(2)キ

一般競争
一般競争
一般競争
随意契約

(2)ア

3,478,674

2,655,736 随意契約

(2)ア

15,004,000

15,003,921 随意契約

(2)キ

673,128,641

626,940,000 随意契約

(2)キ

No.

担当部署

17 研究開発部

18 研究開発部

19 研究開発部

契約名称

契約締結日

「個人番号カードアプリケーション搭載シ H30.3.30
ステムの運用・保守サポート（平成30年
度）」委託契約
「自治体クラウドにおける円滑なデータ移 H30.4.2
行を可能とする中間標準レイアウト仕様
の維持管理に係る業務」業務委託（請負）
第四次LGWAN接続サービス契約
H30.12.29

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

115,452,572

105,040,800 随意契約

(2)キ

・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・富士通(株)
ソフトバンク（株）

・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2
東京都港区東新橋1-9-1

39,893,040

38,961,000 随意契約

(2)キ

24,551,560

24,551,560 随意契約

(2)オ

20 教育研修部

平成30年度ｅラーニングによる情報セキュ H30.5.1
リティ研修事業業務

(株)富士通ラーニングメディア

東京都港区港南2-13-34

43,830,119

38,448,000 一般競争

21 教育研修部

平成30・31・32年度専門ｅラーニング研修 H30.5.1
事業業務

(株)富士通ラーニングメディア

東京都港区港南2-13-34

23,328,000

22,518,000 一般競争

22 教育研修部

ｅラーニングに係るLGWAN活用に関する
調査事業業務

東芝デジタルソリューションズ(株)

神奈川県川崎市幸区堀川72-34

5,390,000

3,780,000 一般競争

23 情報処理部

情報処理部基幹システムの機器及びソフ H30.3.13
トウェアの賃貸借等

日立キャピタル(株)

東京都港区西新橋1-3-1

921,228,000

873,264,000 一般競争

24 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムの維持保守

H30.3.20

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

28,530,706

24,840,000 随意契約

(2)キ

25 情報処理部

情報処理業務システム稼働維持

H30.3.20

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

25,043,515

22,032,000 随意契約

(2)キ

26 情報処理部

軽自動車検査情報提供

H30.3.20

(一社)全国軽自動車協会連合会

東京都港区芝大門1-1-30

71,184,702

(2)オ

27 情報処理部

情報処理部基幹システムの機器更改に H30.3.22
係る基本設計等業務及び業務アプリケー
ション移行等業務
アクセスチェックシステムの維持保守
H30.3.27

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

160,517,703

単価契約 随意契約
(予定総額
71,184,702)
139,320,000 随意契約

(2)キ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

2,618,457

2,268,000 随意契約

(2)キ

28 情報処理部

H30.10.31

29 情報処理部

平成30年度軽油流通情報管理システム
改修業務

H30.3.28

（株）日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

49,249,223

47,926,598 随意契約

(2)キ

30 情報処理部

J-LISポータルシステム及び利子割地消
システムの稼働維持

H30.3.30

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

14,307,084

13,168,440 随意契約

(2)キ

31 情報処理部

自動車登録情報提供

H30.3.30

（一財）自動車検査登録情報協会

東京都千代田区岩本町3-11-6

130,414,185

(2)オ

32 情報処理部

たばこ流通情報管理システムにおける伝 H30.3.30
票入力作業及び伝票照合作業

日本コンピュータシステム（株）

東京都港区西新橋2-3-1

33 情報処理部

平成30年度税制改正に伴うたばこ流通情 H30.4.4
報管理システムの改修業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

単価契約 随意契約
(予定総額
130,414,185)
単価契約 一般競争
（予定総額）
3,998,117
13,646,621 随意契約

2

8,118,000
14,320,508

(2)キ

No.

担当部署

34 情報処理部

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

平成30年度軽油流通情報管理システム H30.5.30
操作研修用機器の環境構築支援対応等
の業務
自動車取得税システムにおける平成30年 H30.6.4
度の保守作業

（株）日立社会情報サービス

東京都江東区東陽2-4-18

2,615,798

1,960,654 随意契約

(2)キ

(株)みずほトラストシステムズ

東京都調布市国領町8-2-15

3,024,743

(2)キ

36 情報処理部

交付税運用業務における決算分析等検
索システムデータ移行業務

アシストマイクロ(株)

東京都中野区本町3-31-11

2,313,511

単価契約 随意契約
(予定総額
3,024,743)
2,160,000 随意契約

(2)キ

37 情報処理部

Paloaltoのシグネチャの自動更新スクリプ H.30.7.6
ト及びOracleの表領域・RACの監視スクリ
プト作成業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,500,489

3,967,704 随意契約

(2)キ

38 情報処理部

AdobeFlasのサポート終了に伴うLasIs影
響調査

H30.7.18

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,968,453

4,855,853 随意契約

(2)キ

39 情報処理部

軽自動車税におけるPHP車種軽課判定
追加に係る業務

H30.7.25

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

3,716,375

3,045,600 随意契約

(2)キ

40 情報処理部

自動車登録・検査情報システムにおける H30.7.30
PHP車に関する制度改正に伴うシステム
改修
J-LisポータルサーバーのRubyバージョン H30.9.4
アップ対応

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

3,861,400

3,558,816 随意契約

(2)キ

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

2,111,848

1,900,800 随意契約

(2)キ

42 情報処理部

情報処理部基幹システムの機器更改及
び第四次LGWANの移行に伴う軽自動車
検査情報市区町村提供システムの動作
確認等に係る業務

H30.9.26

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

4,612,139

4,393,440 随意契約

(2)キ

43 情報処理部

自動車登録・検査情報システム内の登
録・検査情報のファイルの暗号化等に係
る改修業務

H30.10.5

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

13,376,358

12,364,920 随意契約

(2)キ

44 情報処理部

改元に伴う地方税等業務システムの改修 H30.10.16
業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

24,198,283

23,302,080 随意契約

(2)キ

45 情報処理部

利子割地消システム及びJ-LISポータル
システムの日立基盤更改対応業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

2,803,858

2,408,400 随意契約

(2)キ

46 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システ H30.10.29
ムの西暦表示及びAP改修対応に係る業
務
仮想デスクトップサーバへのメモリ増設に H30.10.29
係る賃貸借等

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

4,930,704

4,730,400 随意契約

(2)キ

日立キャピタル㈱

東京都港区西新橋1-3-1

4,758,414

4,241,952 随意契約

(2)キ

48 情報処理部

改元に伴う地方消費税清算システムの改 H30.10.29
修業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

2,994,829

2,419,200 随意契約

(2)キ

49 情報処理部

基幹システムに係るLasIs性能改善作業

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

2,845,884

2,703,456 随意契約

(2)キ

35 情報処理部

41 情報処理部

47 情報処理部

H30.7.4

H30.10.25

H30.11.1

3

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

50 情報処理部

第四次LGWAN接続サービス

H30.11.1

ソフトバンク株式会社

東京都港区東新橋1-9-1

51 情報処理部

たばこ及び軽油Webシステムの64bit版
Windows10等対応策検討業務

H30.11.14

(株)日立製作所

52 情報処理部

情報処理部基幹システムの更改に伴うア H30.11.22
クセスチェックシステムの設定変更等に係
る業務
自動車登録・検査情報システムにおける H30.11.28
システム内の領域の拡張に係る改修作業

54 情報処理部

PC版軽油県配布システムのJava及び
Tomcatバージョンリビジョンアップ作業

55 情報処理部
56 情報処理部

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

18,999,360

18,999,360 随意契約

(2)キ

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,879,650

4,758,696 随意契約

(2)キ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

4,989,226

4,860,000 随意契約

(2)キ

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,928,703

4,886,136 随意契約

(2)キ

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,841,456

4,478,760 随意契約

(2)キ

自動車登録・検査情報システムの平成31 H31.3.1
年度税制改正等に伴う改修業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,985,204

4,934,260 随意契約

(2)キ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

4,979,674

4,946,400 随意契約

(2)キ

57 住基全国センター
庶務部

軽自動車検査情報市区町村提供システ H31.3.11
ムの平成31年度税制改正対応に係る業
務
本人確認情報の提供及び住民票コードの H30.8.31
提供状況の官報公告

全国官報販売協同組合

東京都北区田端新町1-1-14

1,484,080

1,484,080 随意契約

(2)オ

58 住基全国センター
庶務部

市町村向け機構配付ソフトウェアの更新
ライセンスのリース

H30.10.26

（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

143,000,000

134,395,200 一般競争

59 住基全国センター
庶務部

Windows Server2016のCSへの業務アプリ H30.12.21
ケーション等のデリバリ確認及びセキュリ
ティパッチ適用後の動作確認機器の賃貸
借

（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

10,700,000

10,452,240 一般競争

60 住基全国センター
庶務部

Colocationサービス等利用契約（住基全
国センター）

※

874,598,724

850,026,416 随意契約

(2)イ

61 住基全国センター
システム部

「住民基本台帳ネットワークシステム」のソ H30.3.30
フトウェア保守業務

・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

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・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

214,228,800

214,228,800 随意契約

(2)キ

62 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムのセ
キュリティ対策支援

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

38,880,000

38,880,000 随意契約

(2)キ

63 住基全国センター
システム部

セキュリティ更新プログラム適用に関する H30.3.31
動作確認業務

・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
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

24,930,585

23,970,735 随意契約

(2)キ

64 住基全国センター
システム部

ウイルス対策ソフト及び検索エンジンの
バージョンアップに伴う業務アプリケーショ
ンの動作確認等業務

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

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

15,843,600

14,381,226 随意契約

(2)キ

53 情報処理部

H30.12.17

H31.1.31

H30.3.31

H30.4.5

4

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

65 住基全国センター
システム部

都道府県及び関係省庁向け業務アプリ
ケーション開発用機器に係る設置業務

H30.4.11

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,960,308

1,944,000 随意契約

(2)キ

66 住基全国センター
システム部

市町村向け業務アプリケーション開発用
機器に係る設置業務

H30.4.11

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

1,207,764

1,188,000 随意契約

(2)キ

67 住基全国センター
システム部

「都道府県及び関係省庁向け業務アプリ H30.5.25
ケーション開発用機器」サポートサービス

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

3,148,683

2,169,504 随意契約

(2)キ

68 住基全国センター
システム部

「市町村向け業務アプリケーション開発用 H30.5.25
機器」Support Desk

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

1,686,690

1,645,920 随意契約

(2)キ

69 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムの市
区町村のシステム運営監査（１）

H30.6.8

有限責任監査法人トーマツ

東京都港区港南2-15-3

51,633,000

41,589,122 一般競争

70 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムの市
区町村のシステム運営監査（２）

H30.6.8

（株）ブレインワークス

兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9

13,106,000

10,411,200 一般競争

71 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムの市
区町村のシステム運営監査（３）

H30.6.22

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

11,671,000

11,500,000 随意契約

72 住基全国センター
システム部
73 住基全国センター
システム部

Premium Assuranceライセンス(住基＋
JPKI)売買契約
次期機器更改に向けた業務アプリケー
ション改修等業務

H30.6.28

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

7,154,386

6,773,112 随意契約

(2)キ

H30.8.30

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

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

376,478,928

129,412,080 随意契約

(2)キ

74 住基全国センター
システム部

「市町村及び都道府県用ウイルス対策ソ H30.8.30
フトの更新ライセンス調達」売買

（株）ワイイーシーソリューションズ

神奈川県横浜市中区山下町22

18,219,600

15,811,200 一般競争

75 住基全国センター
システム部
76 住基全国センター
システム部
77 住基全国センター
システム部

ウイルスバスター差分マージツール物品売 H30.8.31
買契約
住基全国センターの情報セキュリティ監査 H30.10.25
業務
住民基本台帳ネットワークシステムの業 H30.10.31
務アプリケーションソフト改修等（改元対
応等）業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

11,699,999

11,448,000 随意契約

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

49,572,000

38,880,000 一般競争

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

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

242,514,000

219,117,960 随意契約

(2)キ

78 住基全国センター
システム部

KAJO̲J̲IME（住基ネット版）サポート

日本加除出版（株）

東京都豊島区南長崎3-16-6

2,449,440

1,088,640 随意契約

(2)カ

79 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムの都 H30.11.22
道府県サーバ集約センターのシステム運
営監査
住民基本台帳ネットワークシステムのOS H30.12.20
の見直し等に伴う支援業務

有限責任監査法人トーマツ

東京都港区港南2-15-3

1,900,000

1,733,100 一般競争

日本ヒューレット・パッカード（株）

東京都江東区大島2-2-1

4,971,780

4,968,000 随意契約

全国センター等ペネトレーションテスト

(株)ケイテック

神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6

9,180,000

2,635,200 一般競争

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

1,344,848

1,283,808 随意契約

80 住基全国センター
システム部
81 住基全国センター
システム部
82 住基全国センター
システム部

H30.11.1

H31.1.15

デリバリ確認及びセキュリティパッチ適用 H31.1.22
後の動作確認機器保守

5

(6)

(2)キ

(2)キ

(2)キ

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

83 住基全国センター
システム部
84 住基全国センター
システム部

全国センター等ペネトレーションテスト支 H31.2.5
援
住民基本台帳ネットワークシステムの統合 H31.2.15
端末のシンクライアント化対応に伴う影響
調査及び方針検討支援業務

・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

85 住基全国センター
システム部

日本年金機構の情報提供サーバ集約化 H31.2.19
に伴う対応業務

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

86 住基全国センター
システム部

住民基本台帳ネットワークシステムのOS H31.2.22
の見直し等に伴う影響調査及び方針検討
業務
住民基本台帳ネットワークシステムに係る H31.3.7
影響調査業務

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

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

(株)エヌ・ティ・ティ・データ

87 住基全国センター
システム部

H30.3.26

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

4,359,420

3,256,200 随意契約

(2)キ

10,206,000

9,525,600 随意契約

(2)キ

2,585,520

2,478,600 随意契約

(2)キ

92,369,160

88,918,560 随意契約

(2)キ

4,976,640

4,860,000 随意契約

(2)キ

東京都江東区豊洲3-3-3

1,458,000

1,458,000 随意契約

(2)キ

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

・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
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都千代田区内幸町1-1-6

2,284,200

2,177,280 随意契約

(2)キ

244,516,320

237,651,570 随意契約

(2)キ

423,980,952

423,980,952 随意契約

(2)オ

88 住基全国センター
運用部
89 住基全国センター
運用部

鍵管理システム運用支援業務

90 住基全国センター
運用部

コールセンター運用支援業務

91 住基全国センター
運用部

住民基本台帳ネットワークシステムにおけ H30.3.31
る都道府県サーバ集約センターの運用監
視等業務

・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区港南2-15-3

92 住基全国センター
運用部

静岡県自営都道府県ネットワーク移行対 H30.5.28
応業務

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6

4,900,824

4,522,500 随意契約

(2)キ

93 住基全国センター
運用部

マイナンバーカードの円滑な交付のため H30.6.12
の都道府県ネットワーク環境整備等業務

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

東京都千代田区内幸町1-1-6

115,778,998

98,635,708 随意契約

(2)キ

94 住基全国センター
運用部

コールセンター統合に係る問合せ管理シ H30.6.25
ステム改修業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

4,996,080

4,935,600 随意契約

(2)キ

95 住基全国センター
運用部

住民基本台帳ネットワークシステムにおけ H30.8.13
るネットワーク更改に係る全体計画・管理
等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・伊藤忠テクノソリューションズ(株)
・シーティーシー・テクノロジー(株)
・オムロンフィールドエンジニアリング(株)
・オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株)
・ＮＴＴテクノクロスサービス(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田霞ヶ関3-2-5
・東京都千代田区富士見1-11-5
・東京都目黒区三田1-6-21
・北海道札幌市中央区北三条西1-1
・神奈川県横浜市港北区樽町2-1-6

939,033,756

939,033,756 一般競争

96 住基全国センター
運用部
97 住基全国センター
運用部

データセンター及びオフィスの移転に係る H30.8.15
検討等支援業務
住民基本台帳ネットワークシステム、通知 H30.8.20
カード・個人番号カード及び公的個人認証
サービスに係る地方公共団体等職員向け
ヘルプデスク運用業務

※

4,619,835

4,320,000 随意契約

721,860,000

460,080,000 一般競争

コールセンターV18.1業務アプリケーション H30.3.23
ソフト適用サポート業務(平成30年度)
H30.3.31

(株)ＫＤＤＩエボルバ

東京都新宿区西新宿2-3-2

6

(2)キ

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

98 住基全国センター
運用部

コールセンター統合に係る問合せ管理シ H30.9.11
ステムデータ移行作業

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

4,908,600

4,757,400 随意契約

(2)キ

99 住基全国センター
運用部

平成30年度市町村機器更改移行作業に H30.10.11
おける休日サポート業務

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

4,957,200

4,913,460 随意契約

(2)キ

100 住基全国センター
運用部
101 住基全国センター
運用部

データセンター及びオフィスの移転に係る H30.10.19
設備仕様検討等支援業務
機器更改(クラスタからシングルへの移行) H30.12.5
に係る手順検証及び手順書作成業務

・富士通(株)
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
※

4,999,978

4,999,320 随意契約

(2)キ

・富士通(株)
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

3,207,600

2,916,000 随意契約

(2)キ

102 住基全国センター
運用部

ＬGWAN向け住基ネット業務担当者専用
ホームページの構築及び運用業務

京都電子計算(株)

京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵
屋町260

45,961,250

42,714,000 一般競争

103 住基全国センター
運用部

住民基本台帳ネットワークシステムにおけ H30.12.21
るネットワーク更改に係るネットワーク移
行等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・伊藤忠テクノソリューションズ(株)
・シーティーシー・テクノロジー(株)
・オムロンフィールドエンジニアリング(株)
・オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株)
・ＮＴＴテクノクロスサービス(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田霞ヶ関3-2-5
・東京都千代田区富士見1-11-5
・東京都目黒区三田1-6-21
・北海道札幌市中央区北三条西1-1
・神奈川県横浜市港北区樽町2-1-6

315,101,988

315,101,988 一般競争

104 住基全国センター
運用部
105 住基全国センター
運用部

オフィス等の移転に係る設備仕様検討等支 H31.2.25
援業務
都道府県サーバ集約センター2018年度監 H31.1.10
査支援業務

※

2,085,652

1,905,120 随意契約

(2)キ

106 住基全国センター
運用部

H30.12.20

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

1,457,100

1,080,000 随意契約

(2)キ

改元対応に伴う業務アプリケーション改修 H31.1.17
に対応する市町村向けデリバリ用媒体作
成業務
提供ログ累積サーバ２号機の構築業務 H31.1.31

・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都江東区豊洲3-3-3

1,409,400

1,389,960 随意契約

(2)キ

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

6,930,360

6,862,320 随意契約

(2)キ

住民基本台帳ネットワークシステムのネット H31.3.15
ワークにおける新データセンター等への移
転対応業務

※

13,433,040

11,755,800 随意契約

(2)キ

109 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービスシステム 改ざん H30.6.29
検知ソフト更新作業業務

・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
・日本電気(株)
・(株)日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-9
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

25,957,681

21,600,000 随意契約

(2)キ

110 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービスシステム新元号対 H30.8.1
応業務

・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
・日本電気(株)
・(株)日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-9
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

97,600,021

78,840,000 随意契約

(2)キ

111 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービスシステム 旧署名 H30.9.11
用認証局閉局対応業務

・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
・日本電気(株)
・(株)日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-9
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

46,763,968

43,200,000 随意契約

(2)キ

112 個人番号センター
公的個人認証部

第四次LGWAN接続サービス

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

6,286,680

6,286,680 随意契約

(2)オ

107 住基全国センター
運用部
108 住基全国センター
運用部

H30.10.31
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No.

担当部署

113 個人番号センター
公的個人認証部

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6

4,320,672

3,888,000 随意契約

(2)キ

114 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービス利用者クライアン H30.12.18
トへのマイナポータル技術の活用に向け
た調査検討業務
公的個人認証サービス利用者鍵ペア事 H30.12.27
前貯蓄機能追加に関する開発業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6

21,444,326

19,980,000 随意契約

(2)キ

115 個人番号センター
公的個人認証部

Colocationサービス（個人番号センター公 H31.1.31
的個人認証部）

※

935,862,125

896,808,000 随意契約

(2)イ

116 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービス認証局の鍵更新 H31.2.4
及びＧＰＫＩとの相互認証更新に関する業
務

・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
・日本電気(株)
・(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3-3-9
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

106,133,128

101,853,180 随意契約

(2)キ

117 個人番号センター
公的個人認証部

公的個人認証サービス次期システム更改 H31.2.18
に向けた事前検証に関する計画策定業
務
個人番号カード管理・発行委託システム H30.2.23
に係る生体認証機器・ソフトウェア等賃貸
借等契約書

・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3-3-9

3,469,197

3,240,000 随意契約

(2)キ

・(株)ＪＥＣＣ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都千代田区内幸町1-1-6

1,336,338

1,215,323 随意契約

(2)キ

119 個人番号センター
個人番号カード部

通知カード及び個人番号カード交付申請 H30.3.26
書作成業務

（独）国立印刷局

東京都港区虎ノ門2-2-5

552,152,755

(2)オ

120 個人番号センター
個人番号カード部

カード有効性Web照会サービス運用等業 H30.3.31
務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

大阪府大阪市北区堂島3-1-21

484,000,000

単価契約 随意契約
（予定総額
550,456,315）
258,508,800 一般競争

121 個人番号センター
個人番号カード部

カード有効性Web照会サービスに係る機
能改修及び付帯作業等業務委託

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

大阪府大阪市北区堂島3-1-21

4,998,246

4,989,600 随意契約

(2)キ

122 個人番号センター
個人番号カード部

カード有効性連携管理システムに係る機 H30.4.1
能改修及び付帯作業等業務委託

（株）エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

4,990,537

4,944,812 随意契約

(2)キ

123 個人番号センター
個人番号カード部

カード有効性Web照会サービスに係る画
面改修作業

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

大阪府大阪市北区堂島3-1-21

4,850,807

4,066,049 随意契約

(2)キ

124 個人番号センター
個人番号カード部
125 個人番号センター
個人番号カード部

平成30年度個人番号カード管理システム H30.5.14
の運用等に係る助言型監査業務
カード有効性連携管理機能に係る性能負 H30.5.15
荷試験の再実施委託

ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング（株） 東京都千代田区有楽町1-1-2

16,900,000

16,200,000 随意契約

（株）エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

1,421,917

1,421,917 随意契約

(2)キ

126 個人番号センター
個人番号カード部

平成30年度カード有効性連携管理機能に H30.6.7
おける保守作業業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

49,913,938

49,466,538 随意契約

(2)キ

127 個人番号センター
個人番号カード部

平成30年度カード発行管理システムにお H30.6.7
けるシステム改修等業務委託

169,906,680 随意契約

(2)キ

通知カード・個人番号カード及び公的個人 H30.7.27
認証サービスに係る住民向けコールセン
ター業務

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都品川区南大井6-23-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都千代田区内幸町1-1-6
・大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

243,811,218

128 個人番号センター
個人番号カード部

・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
・日本電気（株）
・（株）日立製作所
・富士通（株）
・エヌ・ティ・ティ コミュニケーションズ（株）
・（株）エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト

4,767,440,000

3,455,537,760 一般競争

118 個人番号センター
個人番号カード部

H30.4.1

H30.5.10
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(6)

No.

担当部署

契約名称

129 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード管理・発行委託システム
に係る追加ソフトウェア賃貸借等契約書

130 個人番号センター
個人番号カード部

契約締結日

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)JECC

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内3-4-1

1,285,240

1,182,600 随意契約

(2)キ

通知カード及び個人番号カード関連業務 H30.9.30
に係るサポート業務

株式会社KDDIエボルバ

東京都新宿区西新宿1-23-7

2,799,360

2,368,440 随意契約

(2)キ

131 個人番号センター
個人番号カード部

平成30年度カード発行管理システムの改 H30.10.25
修等業務委託

・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
・富士通(株)
・日本電気（株）

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-9
・東京都品川区南大井6-23-1
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1

172,621,144

167,303,228 随意契約

(2)キ

132 個人番号センター
個人番号カード部

カード管理システム等機器更改に伴う基
本検討・システム改善検討業務

・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
・富士通(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都品川区南大井6-23-1
・東京都港区東新橋1-5-2

120,712,436

113,400,000 随意契約

(2)キ

133 個人番号センター
個人番号カード部

Colocationサービス契約書（個人番号セン H31.1.31
ター個人番号カード部）

※

416,464,070

377,097,600 随意契約

(2)イ

134 個人番号センター
個人番号カード部

平成30年度カード発行管理システム改元 H31.3.7
対応等改修業務

・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
・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3-3-9
・東京都品川区南大井6-23-1
・東京都港区東新橋1-5-2

176,114,096

131,235,752 随意契約

(2)キ

135 個人番号センター
個人番号カード部

通知カード管理簿送信スケジュール作成 H31.3.18
業務

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

1,652,400

1,652,400 随意契約

(2)キ

136 個人番号センター
中間サーバー部
137 LGWAN全国セン
ター

自治体中間サーバー・プラットフォームの H30.9.10
運用に係る情報セキュリティ監査等業務
ネットワーク相互接続に関する研究
H30.3.30

(株)ファイブドライブ

東京都千代田区内幸町1-1-7

9,000,000

3,531,600 一般競争

慶應義塾大学

神奈川県藤沢市遠藤5322

5,227,200

5,184,000 随意契約

(2)キ

138 LGWAN全国セン
ター

平成30年度総合行政ネットワークにおけ
る技術支援及びシステム維持保守業務

H30.3.30

・日本電気(株)
・ネットワンシステムズ(株)
・富士通(株)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内2-7-2
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都千代田区内幸町1-1-6

71,766,000

62,694,000 随意契約

(2)キ

139 LGWAN全国セン
ター

政府共通ネットワーク用通信役務

H30.3.30

沖電気工業（株）

東京都港区芝浦4-10-16

15,163,200

15,163,200 随意契約

(2)オ

140 LGWAN全国セン
ター

第四次LGWAN移行に伴う第三次LGWAN H30.5.31
構築事業者作業

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

61,957,704

56,835,000 随意契約

(2)キ

141 LGWAN全国セン
ター

第四次総合行政ネットワークにおける都
道府県ノードのサービス提供業務

H30.6.1

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

885,036,024

763,889,076 随意契約

(2)キ

142 LGWAN全国セン
ター

第四次LGWANへの移行に伴う第三次
H30.7.6
LGWANのPOI収容ルータの経路設定変更
業務
第四次総合行政ネットワークと次期政府 H30.8.1
共通ネットワークとの相互接続回線に係
る業務

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

4,966,552

4,563,000 随意契約

(2)カ
及び
(2)キ

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

70,329,600

70,152,480 一般競争

143 LGWAN全国セン
ター

H30.8.30

契約の相手方の名称

H30.10.31
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No.

担当部署

144 LGWAN全国セン
ター

契約名称

契約締結日

契約の相手方の名称

契約の相手方の所在地

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別

随意契約
とした
理由（注）

第四次総合行政ネットワークと次期政府 H30.8.10
共通ネットワークとの相互接続機器の賃
貸借等
次期政府共通ネットワークと第四次総合 H30.8.10
行政ネットワークの相互接続の構築業務

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

61,114,435

59,395,680 一般競争

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

73,782,129

70,791,840 随意契約

(2)キ

地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）にお H30.8.10
ける暗号化通信用等証明書に係る認証
局の更改業務
次期政府共通ネットワークと第四次総合 H30.10.18
行政ネットワークの相互接続における第
三次総合行政ネットワーク側設定変更等
業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

177,182,189

176,320,800 随意契約

(2)キ

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

4,920,724

4,819,500 随意契約

(2)キ

第三次LGPKI職責証明書及び利用者証 H30.11.29
明書の継続利用に係るシステム再構築業
務
第三次LGPKIWebサーバ証明書の継続利 H30.11.29
用に係るシステム再構築業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

28,215,522

26,319,600 随意契約

(2)キ

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

8,593,865

8,359,200 随意契約

(2)キ

第三次LGWANにおけるサービス
H30.12.14
IP(DNS/NTP)の第四次LGWANへの引継
ぎ対応業務
日本年金機構の性能試験対応業務
H31.2.13

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

19,277,705

17,820,000 随意契約

(2)カ

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

4,970,176

4,968,000 随意契約

(2)キ

152 LGWAN全国セン
ター

LGPKIの移行リハーサル対応業務

H31.2.25

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

2,144,874

1,900,800 随意契約

(2)オ

153 LGWAN全国セン
ター

LGWANポータルサイト及び基本アプリ
ケーションの移設に伴う設定変更業務

H31.3.5

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

4,555,207

3,585,600 随意契約

(2)オ

154 LGWAN全国セン
ター

LGWANポータルサイト及び基本アプリ
ケーションの移設業務

H31.3.6

（株）富士通エフサス

東京都品川区西品川1-1-1

3,180,600

3,117,603 随意契約

(2)オ

155 LGWAN全国セン
ター

CRL公開用WEBサーバ構築業務

H31.3.6

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

4,929,784

4,924,800 随意契約

(2)オ

145 LGWAN全国セン
ター
146 LGWAN全国セン
ター
147 LGWAN全国セン
ター

148 LGWAN全国セン
ター
149 LGWAN全国セン
ター
150 LGWAN全国セン
ター
151 LGWAN全国セン
ター

（※） 機構が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非公表。
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（注）随意契約によることとした理由
区分
(1)

「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
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。
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
キ 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
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