令和元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

自治体情報セキュリティ向上プラットフォー H31.3.28
ム利用契約

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

45,649,890

2 情報化支援戦略部

KIP LGWAN-ASPサービス利用

京都電子計算(株)

京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260

19,740,000

単価契約 随意契約
(予定総額
45,649,890)
19,740,000 随意契約

3 情報化支援戦略部

「地方自治情報化推進フェア2019」に係る R1.5.14
企画・設営・運営業務

(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

49,000,000

45,989,900 一般競争

4 情報化支援戦略部

展示ホール賃貸借契約

（株）東京ビックサイト

東京都江東区有明3-11-1

7,285,740

7,285,740 随意契約

(2)ア

5 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 R1.8.15
ムにおけるTrenｄ Micro Control Manager
バージョンアップ対応業務
ＣＳＩＲＴ構築・運用に係る支援業務
R1.11.21

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,996,090

4,994,000 随意契約

(2)キ

グローバルセキュリティエキ
スパート(株)

東京都港区海岸1-15-1

8,820,000

8,360,000 一般競争

ジーブレイン(株)

京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の
3

2,700,000

1,276,000 一般競争

13,600,000

10,890,000 一般競争

6 情報化支援戦略部

H31.3.29

R1.8.15

R2.1.6

(2)キ
(2)キ

7 情報化支援戦略部

ブラインド方式によるインシデント対応訓
練研修業務

8 情報化支援戦略部

脆弱性診断及びペネトレーションテスト業 R2.2.4
務

(株)ラック

東京都千代田区平河町2-16-1

9 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 R2.3.16
ムのソフトウェアバージョンアップに伴う
サーバの追加提供

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,500,000

1,409,760 随意契約

(2)キ

10 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 R2.3.16
ムDeep Security Manager及びSophos
Enterprise Console等のバージョンアップ
対応等業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,983,000

4,917,000 随意契約

(2)キ

11 管理部総務課

嘱託産業医サービス契約

H31.3.15

(株)産業医グループこころみ 東京都渋谷区上原1-8-2

1,831,200

単価契約 随意契約
(予定総額1,569,600）

(2)ケ

12 管理部総務課

人事情報総合システムリプレース業務

H31.3.29

DIRインフォメーションシステ
ムズ(株)

東京都江東区永代1-14-6

4,520,340

4,050,000 随意契約

(2)カ

13 管理部総務課

平成31年度印刷製本業務

H31.4.1

(株)ワコー

東京都千代田区神田神保町1-62

4,324,383

単価契約 一般競争
(予定総額4,262,650）

14 管理部総務課

平成31年度梱包・発送等業務

H31.4.1

(株)マルテックス

東京都大田区京浜島1-2-6

1,948,590

単価契約 一般競争
(予定総額1,598,800）

15 管理部総務課

平成31年度コピー用紙の購入

H31.4.1

西ノ宮(株)

東京都千代田区内神田1-14-5

1,769,050

単価契約 一般競争
(予定総額1,740,350）

16 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.3.30

（有）みらい

東京都板橋区小茂根3-6-23

3,747,194

2,777,790 随意契約

(2)ア

17 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.3.30

契約の相手方が個人のため公表しない

3,747,194

2,188,089 随意契約

(2)ア

18 管理部総務課

建物賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.3.24

大東建託パートナーズ(株)

3,838,494

2,217,845 随意契約

(2)ア

19 管理部総務課

建物賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.3.28

契約の相手方が個人のため公表しない

4,794,194

2,213,310 随意契約

(2)ア

東京都港区港南2-16-1

1

No.

担当部署

契約名称

20 管理部総務課

賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

21 教育研修部

契約締結日
H31.4.5

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）

(株)富創管理

東京都江戸川区船堀7-2-3

3,474,480

2,310,662 随意契約

2019・2020・2021年度eラーニングによる情 R1.5.23
報セキュリティ研修事業における運用業務

(株)ネットラーニング

東京都新宿区西新宿7-2-4

59,599,000

58,850,000 一般競争

22 教育研修部

2019年度eラーニングによる情報セキュリ R1.5.24
ティ研修におけるコンテンツ作成業務（情
報セキュリティコース）

(株)ネットラーニング

東京都新宿区西新宿7-2-4

3,939,034

2,640,000 一般競争

23 教育研修部

2019年度eラーニングによる情報セキュリ R1.5.24
ティ研修におけるコンテンツ作成業務（個
人情報保護コース）

(株)富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34

1,650,000

968,000 一般競争

24 教育研修部

2019年度eラーニングによる情報セキュリ R1.5.24
ティ研修におけるコンテンツ作成業務（サ
イバーセキュリティコース）

(株)富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34

1,650,000

968,000 一般競争

25 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 H31.3.29
イセンスの追加調達のリース

(株)JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

92,035,440

92,022,480 一般競争

26 住基全国センター
庶務部

新オフィス移転に伴うプロジェクト管理支
援業務

・住友不動産(株)
・(株)清和ビジネス

・東京都新宿区西新宿2-4-1
・東京都中央区日本橋室町4-3-18

41,563,800

32,400,000 随意契約

27 住基全国センター
庶務部

本人確認情報の提供及び住民票コードの R1.8.30
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

1,456,000

1,456,000 随意契約

28 住基全国センター
庶務部

別館への入居に伴う工事設計対応等業務 R1.12.6

（株）日建設計

東京都千代田区飯田橋2-18-3

85,034,000

78,100,000 随意契約

(2)オ及びイ

29 住基全国センター
庶務部

（仮称）別館テナント工事 先行工事

契約の相手方の了解が得られていないため公表しない

随意契約

(2)オ及びイ

30 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 H31.3.22
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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

214,228,800

214,228,800 随意契約

(2)キ

31 住基全国センター
システム部

旧氏対応機能の住民基本台帳ネットワー H31.3.29
クシステムへの組み込みに係るテスト等
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)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

95,256,000

85,749,840 随意契約

(2)キ

32 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」の業 H31.3.29
務アプリケーションソフト改修等業務

・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)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

157,687,560

55,355,400 随意契約

(2)キ

33 住基全国センター
システム部

耐タンパー装置の機能改善に係る業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

20,968,497

19,310,400 随意契約

(2)カ

34 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 R1.6.7
町村のシステム運営監査業務

有限責任監査法人トーマツ

東京都港区港南2-15-3

64,600,000

57,194,550 一般競争

35 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 R1.6.7
区町村のシステム運営監査」及び「市区町
村 住基セキュリティ及びJPKI業務監査（先
行実施）」』業務

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

16,200,000

13,000,000 一般競争

H31.3.31

R2.3.26

R1.5.10

2

(2)ア

(2)イ及びキ
(2)オ

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

36 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等適用後の動 R1.6.12
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)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

37 住基全国センター
システム部

Premium Assuranceライセンス売買

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

38 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フ R1.8.28
トのライセンスの調達

39 住基全国センター
システム部

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）

29,145,600

25,680,600 随意契約

(2)キ

7,739,064

7,739,064 随意契約

(2)キ

(株)ワイイーシーソリューショ 神奈川県横浜市中区山下町22
ンズ

4,980,771

2,759,572 随意契約

(5)

市町村及び都道府県用ウイルス対策ソフ R1.8.30
トのサポートライセンスの調達

(株)ワイイーシーソリューショ 神奈川県横浜市中区山下町22
ンズ

1,954,800

1,877,040 一般競争

40 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の調
達

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

11,448,000

11,448,000 随意契約

(2)キ

41 住基全国センター
システム部

新ウイルス対策ソフト導入に伴う影響調査 R1.9.27
及び方針検討業務

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

46,143,900

35,432,100 随意契約

(2)キ

42 住基全国センター
システム部

OSの見直し等に伴う支援業務

R1.10.4

・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
・日本電気(株)
・富士通(株)
日本ヒューレット・パッカード
（株）

4,967,050

4,950,000 随意契約

(2)キ

43 住基全国センター
システム部

次期機器更改に伴う設計等業務

R1.10.5

・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・日本電気(株)
・富士通(株)

・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

170,824,500

155,479,500 随意契約

(2)キ

44 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全国セ R1.10.31
ンター及び都道府県集約センターの機器
更改に伴う開発機器等の賃貸借及び保守
業務

NECキャピタルソリューション 東京都港区港南2-15-3
（株）
東京都港区芝5-7-1
日本電気(株）

481,800,000

478,500,000 随意契約

(6)

45 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 R1.11.7
の見直しに伴う業務アプリケーションのマ
イグレーションに係る業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

450,780,000

360,965,000 随意契約

(2)キ

46 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道 R1.11.25
府県サーバ集約センターのシステム運営
監査業務

有限責任監査法人トーマツ

東京都港区港南2-15-3

2,100,000

1,763,900 一般競争

47 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全国セ R1.11.29
ンター及び都道府県集約センターの機器
更改に伴う開発機器等の賃貸借等業務

（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

87,890,000

80,401,420 一般競争

48 住基全国センター
システム部

地方公共団体向け振る舞い検知型ウイル R1.12.1
ス対策ソフトウェアの調達

日本電通株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-1-3

21,500,000

20,809,140 一般競争

49 住基全国センター
システム部

有効期限間近の操作者への注意喚起機
能追加（ＣＳ分）業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・東京都港区東新橋1-5-2
・富士通(株)

18,315,000

16,186,500 随意契約

50 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におけ R1.12.9
るペネトレーションテスト業務

(株)ケイテック

横浜市戸塚区川上町90-6

8,700,000

2,876,520 一般競争

51 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業務 R2.1.21
アプリケーションソフト改修等（新コンパイ
ラ非互換対応等）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)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

192,604,500

173,547,000 随意契約

R1.6.27

R1.9.18

R1.12.6

東京都江東区大島2-2-1

3

(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

52 住基全国センター
システム部

令和元年度下期セキュリティ更新プログラ R2.1.21
ム適用後の動作確認等業務

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

・東京都千代田区大手町2-3-1
・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

53 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におけ R2.1.21
る次期機器更改に伴う業務（本番環境設
計等業務）

日本電気(株)

54 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におけ R2.1.21
る次期機器更改に伴う業務（セキュリティ
モジュール改修のための要件定義等業
務）

55 住基全国センター
システム部

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）

33,115,500

29,274,300 随意契約

(2)キ

東京都港区芝5-7-1

127,512,000

118,008,000 随意契約

(2)キ

(株)エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

110,385,000

109,890,000 随意契約

(2)キ

マイナンバーカード・電子証明書の海外継 R2.1.27
続利用等に係る市町村システム改修等の
検討に関する業務

・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)
・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
・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

221,430,000

218,382,106 随意契約

(2)キ

56 住基全国センター
システム部

市町村向け機構配付ソフトウェアの更新ラ R2.1.27
イセンスの追加調達

（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

113,300,000

113,289,000 随意契約

(6)

57 住基全国センター
システム部

テスト用個人番号カード調達

R2.1.31

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

2,750,000

2,750,000 随意契約

(2)オ

58 住基全国センター
システム部

有効期限間近の操作者への注意喚起機
能追加（統合端末分）業務

R2.2.17

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

42,758,100

41,203,800 随意契約

(2)キ

59 住基全国センター
システム部

Windows 10 November 2019 OS Update
（1909）机上調査業務

R2.2.17

・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)
・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)

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

2,930,400

2,900,700 随意契約

(2)キ

60 住基全国センター
システム部

生体認証ミドルウェアのHypre-V対応動作 R2.2.18
検証業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

2,200,000

2,153,800 随意契約

(2)カ

61 住基全国センター
運用部

2019年度住基ネット・マイナンバーカード
ヘルプデスク運用支援業務

・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
・東京都千代田区大手町2-3-1

255,750,210

255,004,200 随意契約

(2)キ

62 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 H31.3.27
る都道府県サーバ集約センターの運用監
視等業務

・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区港南2-15-3

317,985,727

317,985,727 随意契約

(2)オ

63 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 H31.3.27
プロジェクト管理及び技術支援業務

・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)
・(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)
※

107,169,216

95,040,000 随意契約

64 住基全国センター
運用部

提供ログ蓄積サーバ２号機の移行業務

H31.3.28

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,811,400

4,607,280 随意契約

(2)キ

65 住基全国センター
運用部

再賃貸借満了物件の引取業務

H31.3.28

富士通リース(株)

東京都千代田区神田練塀町3

25,425,252

25,425,252 随意契約

(2)オ

H31.3.27

4

(2)イ及びキ

No.

担当部署

契約名称

契約締結日

66 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 H31.03.29
るネットワーク更改に係る都道府県及び全
国ネットワーク機器等の保守業務

67 住基全国センター
運用部

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）

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都千代田霞ヶ関三丁目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
・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

3,790,066,881

2,772,944,928 一般競争

住民基本台帳ネットワークシステムにおけ H31.03.29
るネットワーク更改に係るネットワーク機器
等の賃貸借等契約

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ(株)（代表）
・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)
・(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
・東京都千代田区大手町2-3-1

1,915,197,008

1,401,224,820 一般競争

68 住基全国センター
運用部

UniversalOneサービスに係る提供条件特 H31.03.29
約書

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

6,781,675,632

4,961,710,080 一般競争

69 住基全国センター
運用部

都道府県及び市町村の構成変更に伴う業 H31.4.18
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

20,478,091

20,248,690 随意契約

(2)キ

70 住基全国センター
運用部

市町村における資源配付に係る運用保守 R1.7.17
業務

富士通株式会社

東京都港区東新橋1-5-2

4,629,188

4,593,600 随意契約

(2)キ

71 住基全国センター
運用部

耐タンパー装置管理システム機器の賃貸 R1.7.29
借等及び保守業務

(株)JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

14,487,000

12,461,040 一般競争

72 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター代表端末機 R1.8.21
器更改に係るパスワード入力作業等

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

1,351,925

1,308,560 随意契約

(2)キ

73 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター代表端末機 R1.8.21
器更改に伴うネットワーク疎通確認及び配
付資源管理等作業

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

2,575,662

2,187,960 随意契約

(2)キ

74 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター検索サブシ R1.8.28
ステムに対する認証ミドルウェアバージョ
ンアップ業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,245,536

1,132,320 随意契約

(2)キ

75 住基全国センター
運用部

情報提供サブシステム1号機及び2号機に R1.9.10
対する耐タンパ装置の増設業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,273,320

1,205,280 随意契約

(2)キ

76 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都道 R1.9.27
府県サーバ集約センターにおける端末の
賃貸借等及び保守業務に係る賃貸借等
契約
・住民基本台帳ネットワークシステム全国
センターにおける端末の賃貸借等及び保
守業務に係る賃貸借等契約

・ＮＥＣキャピタルソリューショ ・東京都港区港南2-15-3
ン(株)
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気(株)

18,360,000

15,125,265 一般競争

77 住基全国センター
運用部

旧氏対応及び機器更改に係る平日・休日 R1.11.2
サポートの委託業務

・（株）富士通
・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3-3-9

1,603,800

1,564,200 随意契約

(2)キ

78 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター検索サブシ R1.12.17
ステムに対する認証ミドルウェアバージョ
ンアップ業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,233,855

1,180,070 随意契約

(2)キ

79 住基全国センター
運用部

取引管理プロセス数の上限値増、業務プ R1.12.18
ロセスの多重度増に関する業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

4,880,700

4,435,200 随意契約

(2)キ

80 住基全国センター
運用部

福岡市方書等変更に伴う本人確認情報更 R1.12.25
新等対応業務

日本電気(株)

1,870,772

1,738,980 随意契約

(2)キ

東京都港区芝5-7-1

5

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）

81 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター保守期限に R2.1.10
伴うFWの更改業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

2,242,312

2,200,000 随意契約

(2)キ

82 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター2019年度監 R2.1.14
査支援業務

(株)日立製作所

東京都品川区南大井6-23-1

1,282,160

1,100,000 随意契約

(2)キ

83 住基全国センター
運用部

オペレーション室の移設検討及び実施
(2019年度)

R2.2.12

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,801,500

4,540,360 随意契約

(2)キ

84 住基全国センター
運用部

Ｓｏｐｈｏｓ導入手順書作成等業務

R2.3.26

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,182,927

1,108,800 随意契約

(2)キ

85 個人番号センター
企画部

机、椅子等の納入及び設置等作業

R1.6.26

水戸事務用品(株)

東京都千代田区六番町1

3,200,000

2,585,952 一般競争

86 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 マイナン H31.3.27
バーカード等の記載事項の充実等対応に
関する各種試験対応等業務委託

・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
・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

19,801,108

18,198,000 随意契約

(2)キ

87 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セキュリ
ティ製品バージョンアップ

・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

41,622,427

38,659,500 随意契約

(2)キ

88 個人番号センター
公的個人認証部

個人番号カード及び電子証明書有効期限 R1.5.23
切れ対応等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・(株)日立製作所

218,004,323

203,943,798 随意契約

(2)キ

89 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ト R1.6.20
の利便性向上に向けた開発

(株)日立製作所

31,966,704

31,536,000 随意契約

(2)イ

90 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 電子証明書業務 R1.7.31
アプリケーションVisual Studio2015対応業
務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

19,189,390

17,908,000 随意契約

(2)キ

91 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 R1.8.9
トへのマイナポータル技術の活用に向け
た設計開発業務

(株)日立製作所

299,900,000

299,200,000 随意契約

92 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（JPKI）システム現 R1.8.16
行住基ネット通信サーバ耐タンパボード追
加（4枚化）に係る事前検証業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株）
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気（株）

4,892,272

4,158,000 随意契約

(2)キ

93 個人番号センター
公的個人認証部

マイナンバーカードの普及拡大に向けた R1.10.1
公的個人認証サービスシステムの増強に
伴う設計・開発業務

・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

1,138,826,590

1,055,120,000 随意契約

(2)キ

94 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の更改に R1.12.10
係る設計・開発業務

・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3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

549,112,520

525,690,000 随意契約

(2)キ

R1.5.15

東京都千代田区丸の内1-6-6

東京都千代田区丸の内1-6-6
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担当部署
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契約締結日

契約の相手方の名称
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(円)
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(円)
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95 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(JPKI)システム現 R1.12.16
行住基ネット通信サーバ耐タンパボード追
加(4枚化）導入作業業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株）
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気（株）

4,792,458

4,295,940 随意契約

(2)キ

96 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（JPKI）システムへ R1.12.18
のパス数拡張等の改修に係る業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ（株）
・東京都港区東新橋1-5-2
・富士通（株）

102,557,785

97,713,000 随意契約

(2)キ

97 個人番号センター
公的個人認証部

住基ネット通信サーバの性能確認に伴う
調整等

・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
・日本電気（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
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都港区芝5-7-1

3,352,075

3,233,129 随意契約

(2)キ

98 個人番号センター
公的個人認証部

物品売買契約（LTOデータカートリッジ等） R1.12.25

ソフトブレーン（株）

東京都中央区日本橋1-13-1

5,900,000

3,012,240 一般競争

99 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（JPKI）システム紐 R2.1.27
付け情報提供機能の改善に関する改修業
務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ（株）
・東京都江東区豊洲3-3-3
・（株）エヌ・ティ・ティデータ
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・（株）日立製作所

50,984,318

49,936,700 随意契約

(2)キ

100 個人番号センター
公的個人認証部

電子証明書有効期限切れに伴う更新手続 R2.2.3
に係る地方公共団体等職員向けヘルプデ
スク運用業務
通知カード及び個人番号カード関連業務 H31.3.11
に係るサポート業務委託

(株）KDDIエボルバ

東京都新宿区2-3-2

2,915,000

2,681,580 随意契約

(2)キ

(株)KDDIエボルバ

東京都新宿区西新宿1-23-7

4,864,805

4,422,550 随意契約

(2)キ

102 個人番号センター
個人番号カード部

第四次LGWAN接続サービス申込書

H31.3.27

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

10,749,024

10,749,024 随意契約

(2)オ

103 個人番号センター
個人番号カード部

第四次LGWAN接続サービス申込書

H31.3.27

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

5,418,360

5,418,360 随意契約

(2)オ

104 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
書等作成業務

H31.3.28

(独)国立印刷局

東京都港区虎ノ門2-2-5

613,468,417

単価契約 随意契約
（予定総額554,466,719）

(2)オ

105 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」 H31.3.28
の業務アプリケーション保守等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

388,280,977

382,773,600 随意契約

(2)キ

106 個人番号センター
個人番号カード部

平成31年度個人番号カードにおける旧氏 H31.4.1
対応テスト及び点字二行化対応改修等業
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

166,034,215

144,804,180 随意契約

(2)キ

107 個人番号センター
個人番号カード部

通知カード管理簿取込作業支援等業務

H31.4.1

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

48,803,634

46,754,749 随意契約

(2)キ

108 個人番号センター
個人番号カード部

書留受領証の保管等業務

H31.4.1

（株）ワンビシアーカイブズ

4,361,796

単価契約（予定総額 随意契約
4,209,732）

(2)ウ

109 個人番号センター
個人番号カード部

平成31年度カード管理システムにおける
改元日前後対応作業等業務

H31.4.18

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・東京都港区東新橋1-5-2
・富士通(株)

4,550,099

4,120,459 随意契約

(2)キ

110 個人番号センター
個人番号カード部

平成31年度マイナンバーカード照合情報
追加作業等業務

R1.5.7

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-9
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

1,989,900

1,887,925 随意契約

(2)キ

101 個人番号センター
個人番号カード部

R1.12.18

東京都港区虎ノ門4-1-28
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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

111 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度個人番号カード管理システム R1.6.24
の運用等に係る助言型監査業務

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

112 個人番号センター
個人番号カード部

通知書及び個人番号カード交付申請書作 R1.7.8
成業務委託

(株)DNPデータテクノ

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

113 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード用ICカード製造業務等
(2,000万枚)

R1.7.18

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ(株)

114 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード用ICカード製造業務等
(2,000万枚)

R1.7.18

115 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード用ICカード製造業務等
(1,500万枚)

R1.7.18

116 個人番号センター
個人番号カード部

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）

13,000,000

1,818,720 一般競争

985,833,446

528,916,720 随意契約

(3)

東京都千代田区大手町2-3-1

5,800,000,000

5,799,860,000 随意契約

(6)

凸版印刷(株)

東京都文京区水道1-3-3

5,800,000,000

5,799,860,000 随意契約

(6)

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

4,350,000,000

4,349,895,000 随意契約

(6)

令和元年度個人番号カード管理システム R1.7.25
及び統合端末個人番号カード業務アプリ
ケーション改修等業務

・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3-3-3
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2

158,490,674

119,088,051 随意契約

117 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード及び電子証明書の有効期 R1.8.20
限通知書等作成業務

(株)DNPデータテクノ

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

1,899,000,000

単価契約（予定総額 一般競争
1,127,517,000）

118 個人番号センター
個人番号カード部

マイナンバーカードの普及拡大に向けた R1.9.27
カード管理／発行委託システムの増強に
伴う設計・開発業務

・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3-3-3
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2

440,064,900

399,993,000 随意契約

(2)キ

119 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度統合端末におけるOSパッチ適 R1.12.23
用に伴う個人番号カード業務アプリケー
ション動作確認等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・東京都港区東新橋1-5-2
・富士通(株)

4,752,000

4,415,400 随意契約

(2)キ

120 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度統合端末個人番号カード業務 R1.12.23
アプリケーションにおけるセキュリティ対策
ソフトウェアの動作検証等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・東京都港区東新橋1-5-2
・富士通(株)

4,207,500

3,861,000 随意契約

(2)キ

121 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度通知カード管理簿期間外特別 R1.12.23
送信対応作業等業務

・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

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都江東区豊洲3-3-3

4,604,595

3,354,786 随意契約

(2)キ

122 個人番号センター
個人番号カード部

統合端末業務アプリケーションソフト改修 R2.1.20
（新コンパイラ非互換対応等）及びマイナ
ンバーカード有効期限切れ通知対応等に
伴うシステム改修業務

・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)
・日本電気（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
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1

247,280,273

191,442,287 随意契約

(2)キ

123 個人番号センター
個人番号カード部

通知カード廃止に伴うシステム改修等業
務

R2.1.20

・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
・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
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2

265,090,759

237,961,429 随意契約

(2)キ

124 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・発行委託システムの R2.1.21
更改に係る設計・開発業務

・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3-3-3
・東京都千代田区丸の内1-6-6
・東京都港区東新橋1-5-2

2,906,127,180

2,860,421,850 随意契約

(2)キ
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(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）

125 個人番号センター
個人番号カード部

マイナンバーカードの普及拡大に向けた R2.2.12
住基ネットシステムの増強に伴う設計・開
発業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気(株)

4,991,558

4,959,900 随意契約

(2)キ

126 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のシステムバックアッ
プ取得業務

R2.2.13

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

4,994,000

4,934,163 随意契約

(2)キ

127 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度有効期限通知書の運用改善
作業等業務

R2.3.10

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都江東区豊洲3-3-3
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

4,995,546

4,989,616 随意契約

(2)キ

128 個人番号センター
個人番号カード部

令和元年度新ウイルス検知ソフト及びふ
るまい検知端末賃貸借契約書

R2.3.20

・(株)ＪＥＣＣ
・東京都千代田区丸の内3-4-1
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)

4,193,001

3,650,025 随意契約

(2)キ

129 LGWAN全国センター

暗号化通信用等証明書に係る認証局の H30.9.7
更改業務における機器及びソフトウェアの
賃貸借等

NECキャピタルソリューション 東京都港区港南2-15-3
(株)

216,660,549

203,193,360 一般競争

130 LGWAN全国センター

第三次LGPKI職責証明書、利用者証明書 H31.1.25
及び技術審査環境の継続利用に係る機
器及びソフトウェアの賃貸借等

NECキャピタルソリューション 東京都港区港南2-15-3
(株)

25,076,520

22,586,364 一般競争

131 LGWAN全国センター

第三次LGPKI技術審査環境の継続利用に H31.3.15
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

16,511,475

16,027,200 随意契約

(2)キ

132 LGWAN全国センター

基本アプリケーション基盤における元号対 H31.3.26
応業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

1,417,313

1,396,872 随意契約

(2)キ

133 LGWAN全国センター

掲示板及びメーリングリストサービスにお H31.3.26
ける改元対応業務

(株)両備システムズ

岡山県岡山市南区豊成2-7-16

2,179,059

1,944,000 随意契約

(2)キ

134 LGWAN全国センター

第三次LGPKI組織CA継続利用環境に係
るシステム維持保守業務

H31.3.28

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

50,760,000

49,896,000 随意契約

(2)キ

135 LGWAN全国センター

LGWANポータルサイト及び基本アプリ
ケーションのシステム維持保守業務

H31.3.29

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

11,838,538

10,164,000 随意契約

(2)キ

136 LGWAN全国センター

日本年金機構の性能試験対応業務

R1.5.23

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

2,308,343

1,944,000 随意契約

(2)オ

137 LGWAN全国センター

政府共通ネットワークに公開するLGWAN- R1.7.31
ASP（地方税共同機構）の設定変更業務

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

1,090,001

1,053,000 随意契約

(2)オ

138 LGWAN全国センター

総合行政ネットワークと政府機関等の情 R1.8.26
報セキュリティ対策のための統一基準との
適合性確認業務

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

4,353,188

4,050,000 随意契約

(2)キ

139 LGWAN全国センター
システム部

第四次LGPKI証明書検証サーバ移行対応 R1.9.12
業務

セコムトラストシステムズ(株) 東京都渋谷区神宮前1-5-1

18,107,852

12,960,000 随意契約

(2)キ

140 LGWAN全国センター
システム部

LGPKI CP/CPS準拠性監査業務

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

45,345,300

29,700,000 一般競争

141 LGWAN全国センター
システム部

総合行政ネットワークにおけるポータルサ R1.11.29
イトのサービス提供業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

44,440,000

44,398,200 随意契約

R1.11.22
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(6)

No.

担当部署

契約名称

142 LGWAN全国センター
システム部

東西セキュリティゲートウェイにおける広
域負荷分散対応業務

143 LGWAN全国センター
システム部

契約締結日
R1.11.29

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）

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

4,787,970

4,496,250 随意契約

(2)オ

総合行政ネットワークにおける掲示板及び R1.12.5
メーリングリストサービスシステムに関す
るOS(Windows2012R2)バージョンアップ対
応業務

(株)両備システムズ

岡山県岡山市南区豊成2-7-16

2,576,497

2,420,000 随意契約

(2)オ

144 LGWAN全国センター
システム部

令和元年度総合行政ネットワークにおける R1.12.25
技術支援及びシステム維持保守業務

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

4,878,896

4,620,000 随意契約

(2)オ

145 LGWAN全国センター
システム部

LGWAN-ASPホスティングサービス提供者 R2.1.7
の情報セキュリティ監査業務

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

6,900,000

3,223,000 一般競争

146 LGWAN全国センター
システム部

Web-IF-CSV変換ツールの作成業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

4,912,600

4,895,000 随意契約

(2)オ

147 LGWAN全国センター
システム部

LGWAN接続ルータ(継続利用)の設定変更 R2.2.14
作業

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

2,191,370

1,980,000 随意契約

(2)オ

148 LGWAN全国センター
システム部

総合行政ネットワークにおけるASPポータ R2.3.5
ルサイトの移設に伴う作業

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

3,357,387

3,174,600 随意契約

(2)キ

149 LGWAN全国センター
システム部

機構承認団体向け設定変更対応業務

R2.3.12

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

3,142,128

3,052,500 随意契約

(2)オ

150 LGWAN全国センター
中間サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォームの
利用等

R1.6.1

・(株)JECC
・日本電気(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・(株)日立製作所

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都港区芝5-7-1
・東京都江東区豊洲3-3-3
・東京都千代田区丸の内1-6-6

34,425,000,000

33,684,554,500 一般競争

151 LGWAN全国センター
中間サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォームの
利用等に係る工程管理支援業務

R1.6.3

（株）大和総研ビジネス・イノ
ベーション

東京都江東区永代1-14-5

48,500,000

45,760,000 一般競争

152 LGWAN全国センター
中間サーバー部

中間サーバー部執務室のセキュリティ対
応等工事業務

R1.9.20

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

4,212,000

4,074,840 随意契約

153 LGWAN全国センター
中間サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォームの
運用に係る情報セキュリティ監査等業務

R1.9.30

(株)ブレインワークス

兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9

8,100,000

2,882,000 一般競争

154 LGWAN全国センター
中間サーバー部

自治体中間サーバー・プラットフォームの
次期システム移行作業（現行システム対
応)に係る業務

R1.12.27

・日本電気(株)
・（株）JECC

・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内3-4-1

175,359,800

160,831,000 随意契約

(2)キ

155 研究開発部

「証明書交付センターシステムの開発等業 H31.3.28
務（平成31年度）」委託契約

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ・東京都千代田区大手町2-3-1
ションズ(株)
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気(株)

1,807,170,631

1,659,981,600 随意契約

(2)キ

156 研究開発部

「マイナンバーカードアプリケーション搭載 H31.3.28
システムの機能強化・改善等業務（平成31
年度）」委託契約

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

202,047,912

184,420,800 随意契約

(2)キ

157 研究開発部

被災者支援システムサポート事業におけ H31.3.29
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）

(一財)西宮市都市整備公社

兵庫県西宮市西宮浜1-31

15,604,564

15,582,450 随意契約

(2)キ

158 研究開発部

次期証明書交付センター用クラウド基盤
等のサービス利用

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

177,862,272

162,561,757 随意契約

(2)イ

R2.2.7

H31.3.29
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(2)オ

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）

159 研究開発部

「地方公会計標準ソフトウェア」サポート業 H31.3.29
務委託（請負）

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

55,691,632

55,456,836 随意契約

(2)キ

160 研究開発部

「自治体クラウドにおける円滑なデータ移 H31.4.1
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）

・(株)日立製作所
・日本電気(株)
・富士通(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

40,007,682

39,930,000 随意契約

(2)キ

161 研究開発部

地方公会計標準ソフトウェアのデータ出力 H31.4.1
ツール作成業務委託（請負）

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

27,496,973

27,021,600 随意契約

(2)キ

162 研究開発部

証明書交付センターの情報セキュリティ監 R1.9.17
査業務委託（請負）契約

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

9,153,000

7,560,000 一般競争

163 情報処理部

改元に伴う地方税業務システムの改修業 H31.3.27
務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

16,519,377

15,801,004 随意契約

(2)キ

164 情報処理部

自動車取得税システム環境性能割対応の H31.3.27
改修業務

(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

17,196,597

16,163,550 随意契約

(2)キ

165 情報処理部

J-LISポータルシステム及び利子割地消シ H31.3.27
ステムの稼働維持業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

14,385,206

14,036,000 随意契約

(2)キ

166 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム H31.3.28
の維持保守

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

24,985,524

24,840,000 随意契約

(2)キ

167 情報処理部

アクセスチェックシステムの維持保守

H31.3.28

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

2,681,540

2,268,000 随意契約

(2)キ

168 情報処理部

情報処理業務システム稼働維持

H31.3.28

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

22,882,305

22,032,000 随意契約

(2)キ

169 情報処理部

軽自動車検査情報提供業務

H31.3.29

(一社)全国軽自動車協会連
合会

東京都港区芝大門1-1-30

79,307,966

単価契約 随意契約
(予定総額79,307,966)

(2)オ

170 情報処理部

自動車登録情報提供業務

H31.3.29

（一財）自動車検査登録情報 東京都千代田区岩本町3-11-6
協会

129,957,876

単価契約 随意契約
(予定総額129,957,876)

(2)オ

171 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム H31.4.17
の燃費基準達成車情報の制度名称変更
に係るシステム改修業務
LasIsのAdobeAIRへの移行に伴う要件定 H31.4.19
義

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

4,333,267

4,297,536 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

4,948,792

4,737,744 随意契約

(2)キ

173 情報処理部

令和元年度軽油システム操作研修作業支 R1.5.15
援業務

(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

174 情報処理部

加熱式たばこの検算チェック改修業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,139,348

4,083,912 随意契約

(2)キ

175 情報処理部

たばこ流通情報管理システムにおける返 R1.6.12
還明細対応業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

3,891,888

3,678,739 随意契約

(2)キ

176 情報処理部

事務系LANサービス切替えに伴うクラウド R1.7.1
サービス利用業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,541,400

4,021,920 随意契約

(2)キ

177 情報処理部

事務系LANサービス旧サービス終息対応 R1.7.1
業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,694,483

4,276,800 随意契約

(2)キ

178 情報処理部

事務系LANサービス切替え後対応業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,723,015

1,425,600 随意契約

(2)キ

172 情報処理部

R1.6.3

R1.7.1
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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）

179 情報処理部

交付税算定支援システムのミドルウェアに R1.7.25
係る移行業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

48,389,022

43,513,416 随意契約

(2)キ

180 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム R1.7.31
の改修等業務

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1

23,747,884

22,765,600 随意契約

(2)キ

181 情報処理部

封入封緘機の賃貸借等及び保守業務

R1.8.1

リコーリース(株)

東京都江東区東雲1-7-12

3,909,960

3,403,452 一般競争

182 情報処理部

全国町・字ファイルダウンロードシステム
の改修業務

R1.8.22

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

2,387,761

2,328,264 随意契約

(2)キ

183 情報処理部

軽油流通情報管理システムの数量データ R1.8.29
両面表示機能の改善業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,411,935

4,250,448 随意契約

(2)キ

184 情報処理部

交付税算定支援システムにおけるシステ R1.9.2
ム改修

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

2,376,237

2,252,664 随意契約

(2)キ

185 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 R1.9.18
に関する単価契約

ジャパン・ビジネス・サプライ 東京都千代田区東神田1-4-1
(株)

2,341,000

1,544,215 一般競争

186 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム R1.10.31
のIndexの再構築に係る業務

エヌ・ティ・ティ･コミュニケー
ションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1

1,838,045

1,320,000 随意契約

187 情報処理部

税務情報処理等業務の情報セキュリティ
監査業務

(株)ブレインワークス

兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9

4,600,000

2,046,000 一般競争

188 情報処理部

情報処理部基幹システムに対するセキュ R2.1.29
リティ対策業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,459,213

4,095,960 随意契約

(2)キ

189 情報処理部

情報処理部業務システムに対するセキュ R2.2.5
リティ対策業務

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

3,723,341

3,256,660 随意契約

(2)キ

190 情報処理部

情報処理部テスト環境に対するセキュリ
ティ対策業務

R2.2.6

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,884,044

4,273,060 随意契約

(2)キ

191 情報処理部

自動車登録・検査情報システムにおける
軽課判定処理の改修業務

R2.2.10

(株)日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,965,962

4,828,032 随意契約

(2)キ

192 情報処理部

環境性能割システム「登録システム等の
改善対応」業務

R2.2.18

(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

3,671,273

3,003,000 随意契約

(2)キ

193 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム R2.2.28
におけるウイルス対策ソフトのバージョン
アップ作業に係る業務

エヌ・ティ・ティ･コミュニケー
ションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1

1,406,020

1,320,000 随意契約

(2)キ

194 情報処理部

軽自動車検査情報市区町村提供システム R2.3.16
の燃料コード追加による軽課及び重課判
定の修正に係るシステム改修作業に係る
業務

エヌ・ティ・ティ･コミュニケー
ションズ(株)

東京都千代田区大手町2-3-1

4,732,915

4,180,000 随意契約

(2)キ

R2.1.6

（※） 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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(2)キ

（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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