令和２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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

1 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 R2.3.30
業務

（株）ラック

東京都千代田区平河町2-16-1

4,906,000

4,840,000 随意契約

(2)キ

2 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
R2.3.31
フォームのソフトウェアバージョンアップ
に伴う追加サーバサービスの利用契
約

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

3,000,000

2,819,520 随意契約

(2)キ

3 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
フォーム利用契約

R2.4.1

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

71,010,940

単価契約 随意契約
(予定総額
69,300,000）

(2)キ

4 情報化支援援略部

「地方自治情報化推進フェア2020」に
係る企画・設営・運営業務

R2.5.15

（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

54,000,000

43,822,900 一般競争

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
フォームApex One導入に伴う業務

R2.7.15

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

8,100,000

7,260,000 随意契約

6 情報化支援戦略部

「地方自治情報化推進フェア2020」オ R2.9.18
ンライン開催に係る企画・設営・運営業
務

（株）日経イベント・プロ

東京都千代田区神田須田町1-25

21,995,985

19,976,000 随意契約

7 情報化支援戦略部

令和2年度市町村職員による情報化に R2.10.15
関する研究会に係る企画・運営業務委
託

（株）富士通総研

東京都大田区新蒲田1-17-25

18,417,000

6,600,000 一般競争

8 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 R2.12.14
訓練研修業務

(株)電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

税抜き
2,250,000 税抜き 896,500 一般競争

9 情報化支援戦略部

広告掲載に関する契約

R3.1.8

（株）毎日新聞社

東京都千代田区一ツ橋1-1-1

9,595,000

1,100,000 随意契約

(5)

10 情報化支援戦略部

広告掲載に関する契約

R3.1.8

（株）産業経済新聞社

東京都千代田区大手町1-7-2

4,900,000

1,078,000 随意契約

(5)

11 情報化支援戦略部

「月刊J-LIS」作成に係る業務委託

R3.2.1

（株）ぎょうせい

東京都江東区新木場1-18-11

39,000,000

37,400,000 一般競争

12 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
フォーム利用契約

R3.3.31

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

91,377,000

単価契約 随意契約
(予定総額
91,377,000）

(2)キ

13 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
R3.3.31
フォームのソフトウェアバージョンアップ
に伴う追加サーバサービスの利用契
約
令和２年度印刷製本業務
R2.4.1

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

2,819,520

2,819,520 随意契約

(2)キ

(株)ワコー

東京都千代田区神田神保町1-62

3,730,477

単価契約 一般競争
（予定総額
3,036,363）

14 管理部総務課

1

(2)キ
(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

予定価格
(円)

契約金額
(円)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

15 管理部総務課

令和２年度コピー用紙の購入

R2.4.1

西ノ宮(株)

東京都千代田区内神田1-14-5

1,688,150

単価契約 一般競争
（予定総額
1,548,910）

16 管理部総務課

令和２年度梱包・発送等業務

R2.4.1

(株)マルテックス

東京都大田区京浜島1-2-6

1,520,256

単価契約 一般競争
（予定総額
1,336,280）

17 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.4.4

生和不動産保証(株)

大阪府大阪市福島区福島5-8-1

3,747,194

2,474,100 随意契約

(2)ア

18 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.4.4

大東建託パートナーズ(株) 東京都港区港南2-16-1

3,838,494

2,217,845 随意契約

(2)ア

19 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R2.4.12

(株)正久保不動産

東京都練馬区氷川台3-36-9

4,794,194

2,213,310 随意契約

(2)ア

20 管理部総務課

全国町村議員会館６階事務室の原状 R2.11.27
回復工事業務

平成ビルディング(株)

東京都中央区日本橋1-1-7

14,411,513

11,880,000 随意契約

(2)オ

21 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.9

(株)ニューワールド・インベ 東京都新宿区西新宿6-17-10
ストメント

2,978,743

2,474,056 随意契約

(2)ア

22 管理部総務課

居住用建物賃貸借契約（派遣職員の
宿舎）

R3.3.9

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,424,615 随意契約

(2)ア

23 管理部総務課

賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.9

スカイコート(株)

東京都板橋区小茂根1-32-18

2,978,743 税抜き
2,449,503 随意契約

(2)ア

24 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.11

大和リビングマネジメント
(株)

東京都新宿区西新宿6-11-3

3,078,743

2,285,196 随意契約

(2)ア

25 管理部総務課

建物賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.15

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,326,787 随意契約

(2)ア

26 管理部総務課

貸室賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.15

大和リビングマネジメント
(株)

3,078,743

2,079,212 随意契約

(2)ア

27 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.18

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,492,913 随意契約

(2)ア

28 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.18

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,442,272 随意契約

(2)ア

29 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.18

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,418,277 随意契約

(2)ア

30 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.18

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,391,345 随意契約

(2)ア

2

東京都新宿区西新宿6-11-3

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
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(円)
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31 管理部総務課

住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.18

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,361,575 随意契約

(2)ア

32 管理部総務課

賃貸借契約（派遣職員の宿舎）

R3.3.28

契約の相手方が個人のため公表しない

2,978,743

2,240,809 随意契約

(2)ア

33 管理部

貸室賃貸借契約

R2.1.27

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

1,634,374,766

1,634,374,766 随意契約

(2)ア
(2)イ

34 管理部

倉庫賃貸借契約

R2.3.24

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

18,042,430

18,042,412 随意契約

(2)イ
(2)キ

35 管理部

別館テナント工事（一般分）

R2.3.31

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

847,000,000

827,002,000 随意契約

(2)オ

36 管理部

19インチラック等の調達及び据付工事 R2.5.18

(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

12,000,000

3,740,000 一般競争

37 管理部

電話システムのサービス提供業務

R2.7.31

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

199,000,000

104,404,520 一般競争

①
②
③
④
⑤

(株)ＮＴＴドコモ

東京都千代田区富士見2-10-2

(株)清和ビジネス

東京都中央区日本橋室町4-3-18

4,999,000

4,988,500 随意契約

(2)キ

4,400,000

3,429,250 随意契約

(6)

38

R2.7.8
R2.6.22
R2.7.8
R2.6.23
R2.7.8

R2.8.3

①
4,752,000
②
5,544,000
③ 44,225,280
④
3,973,200
⑤
1,485,000

39 管理部

プロジェクト管理支援業務

40 管理部

書類・機器（ＰＣ、プリンタ）等の移動及 R2.9.1
び設置等作業業務

水戸事務用品(株)

東京都千代田区六番町1

41 管理部

別館テナント工事 追加工事

R2.9.4

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

28,409,000

27,500,000 随意契約

42 管理部

複合機及びシュレッダーのリース調達 R2.9.9

リコーリース(株)

東京都千代田区紀尾井町4-1

15,600,000

4,482,280 一般競争

43 管理部

貸室清掃委託契約

R2.9.14

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

11,566,290

10,844,790 随意契約

(2)オ

44 管理部

複合機保守契約

R2.10.14

(株)リコー

東京都港区芝3-8-2

18,817,920

15,324,540 随意契約

(2)キ

45 管理部

電気工作物保安管理業務支援の委託 R2.10.30

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

10,914,000

9,922,000 随意契約

(2)キ

46 管理部

セキュリティ設備の構築・運用に係る業 R2.11.1
務委託

(株)クマヒラ

東京都中央区日本橋本町1-10-3

210,000,000

172,700,000 指名競争

47 管理部

書類・機器（ＰＣ、プリンタ）等の移動及 R2.11.6
び設置等作業業務

水戸事務用品(株)

東京都千代田区六番町1

1,962,000

1,774,850 随意契約

3

(2)オ

(2)イ
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48 管理部

執務室等の原状回復工事業務

R2.11.27

大星ビル管理(株)

東京都文京区小石川4-22-2

18,266,270

17,600,000 随意契約

49 管理部

ノート型端末の調達

R2.11.30

NECフィールディング(株)

東京都港区芝浦4-9-25

41,200,000

28,016,450 一般競争

50 管理部

什器備品等の移動及び据付作業等

R2.11.30

水戸事務用品(株)

東京都千代田区六番町1

4,273,000

3,854,400 随意契約

(2)イ

51 管理部

書類・機器（ＰＣ、プリンタ）等の移動及 R2.12.23
び設置等作業

(株)マルテックス

東京都大田区京浜島1-2-6

3,168,000

2,189,000 随意契約

(2)イ

52 管理部

新規回線申込
ビジネスプラス契約
レンタル端末申込

R3.1.22

(株)ＮＴＴドコモ

東京都千代田区富士見2-10-2

2,437,380

2,437,380 随意契約

(2)キ

53 管理部

什器備品の移動作業

R3.1.28

水戸事務用品(株)

東京都千代田区六番町1

1,315,000

1,081,850 随意契約

(2)イ

54 管理部

Colocationサービス契約
R3.1.29
（住民基本台帳ネットワークシステム開
発環境）

※

825,576,840

623,937,600 随意契約

(2)イ

55 管理部

セキュリティ設備の構築に伴う追加工
事

R3.1.29

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

2,621,000

2,530,000 随意契約

(2)オ

56 管理部

顔認証対応工事

R3.2.19

住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

4,645,000

4,400,000 随意契約

(2)オ

57 管理部

セキュリティ設備の構築に伴う事務系 R3.3.1
LAN無線アクセスポイント等の設定変
更
令和２年度リモートラーニングによる情 R2.6.10
報セキュリティ研修におけるコンテンツ
作成業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,648,000

4,529,250 随意契約

(2)キ

(株)ネットラーニング

東京都新宿区西新宿7-2-4

2,168,000

2,134,000 随意契約

(6)

59 教育研修部

令和２年度リモートラーニングによる情 R2.6.10
報セキュリティ研修におけるコンテンツ
作成業務

(株)ネットラーニング

東京都新宿区西新宿7-2-4

2,173,000

1,980,000 一般競争

60 教育研修部

令和２年度リモートラーニングによる情 R2.6.10
報セキュリティ研修におけるコンテンツ
作成業務

(株)ネットラーニング

東京都新宿区西新宿7-2-4

2,168,000

1,980,000 一般競争

61 住基全国センター
庶務部

本人確認情報の提供状況及び住民票 R2.8.26
コードの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

1,447,003 随意契約

(2)オ

62 住基全国センター
庶務部

産業廃棄物収集運搬及び中間処分委 R3.2.1
託

広陽サービス（株）

東京都江東区辰巳3-7-8

2,829,000

1,925,000 随意契約

(2)イ

58 教育研修部

4

(2)オ

No.

担当部署

契約名称

63 住基全国センター
企画部

マイナンバーカード・電子証明書の海
外継続利用等に係る市町村システム
等の改修等業務

64 住基全国センター
企画部

契約締結日
R2.4.24

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)

・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

住民基本台帳ネットワークシステムに R2.9.1
おけるデータベースソフトウェアの購入
及び保守(購入）

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

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に R2.9.7
おけるデータベースソフトウェアの購入
及び保守(全国サーバ保守・令和２年）

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

175,089,024

66 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 R2.9.7
おけるデータベースソフトウェアの購入
及び保守(都道府県サーバ保守・令和
２年）

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

61,820,352

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 R2.9.7
おけるデータベースソフトウェアの購入
及び保守(事前検証環境保守・令和２
年）

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

149,364,864

68 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 R2.9.17
おける機器・ソフトウェアの賃貸借及び
保守等に係る賃貸借等

・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

69 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 R2.9.17
おける機器・ソフトウェアの賃貸借及び
保守等に係る賃貸借等

・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

910,065,420

70 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 R2.9.17
おける機器・ソフトウェアの賃貸借及び
保守等に係る賃貸借等

・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

1,010,636,954

71 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 R2.11.9
システム化方針の見直し等に係る支援
業務

キャップジェミニ(株)

東京都港区虎ノ門1-23-1

72 住基全国センター
企画部

マイナンバーカード・電子証明書の海
外継続利用等に関するシステム開発
等に係る工程管理支援業務

73 住基全国センター
企画部
74 住基全国センター
企画部

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

2,964,016,000

2,609,255,000 随意契約

583,000,000

194,612,660 一般競争

3,272,500,000

1,065,944,211 一般競争

4,982,725

4,950,000 随意契約

KPMGコンサルティング(株) 東京都千代田区大手町1-9-7

250,000,000

239,998,000 一般競争

住基ネット全国サーバ及び都道府県 R3.2.19
サーバの更改に係る構築及び総合試
験(性能評価含む)検討業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

281,732,649

249,197,800 随意契約

マイナンバーカード・電子証明書の海
外継続利用等に関するシステム開発
等に係る全体設計支援業務

キャップジェミニ(株)

東京都港区虎ノ門1-23-1

21,000,000

20,900,000 指名競争

R2.11.24

R3.2.25

5

(2)キ

(3)

(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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

75 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 R2.3.31
OS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結果に対する単
体テスト業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

444,583,700

406,532,500 随意契約

(2)キ

76 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」 R2.3.31
のソ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

238,157,040

218,196,000 随意契約

(2)キ

77 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 R2.3.31
おける次期機器更改に伴う業務
（セキュリティモジュール等の設計開発
等業務）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3

248,648,950

198,000,000 随意契約

(2)キ

78 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 R2.3.31
業務アプリケーションソフト改修等（新
コンパイラ非互換テスト対応等）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

46,512,158

42,322,500 随意契約

(2)キ

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 R2.3.31
開発室に係る管理業務

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

4,838,064

4,620,000 随意契約

(2)キ

80 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対応に係る R2.4.17
休日サポート業務

・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

1,687,103

1,521,465 随意契約

(2)キ

81 住基全国センター
システム部

ソフトウェアカスタマイズ業務

（株）FFRI

東京都渋谷区恵比寿1-18-18

4,936,800

4,830,100 随意契約

(2)カ

82 住基全国センター
システム部

セキュリティ関連ツールの手引書修正 R2.5.27
等業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

4,896,870

4,656,300 随意契約

(2)キ

83 住基全国センター
システム部

現行サーバ機の継続使用に伴うライセ R2.6.22
ンスの調達（Windows Server 2008 R2
のＰＡ）

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

7,882,380

7,882,380 随意契約

(2)キ

84 住基全国センター
システム部

ソフトウェア特別延長サポートライセン R2.6.26
ス購入（2020年7月1日～2021年12月
31日）

日本電気（株）

東京都港区芝5-7-1

4,548,519

4,543,000 随意契約

(2)オ

85 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 R2.7.1
業務アプリケーションソフト改修（国の
行政機関等向け）業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・日本電気（株）

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

92,078,580

83,562,600 随意契約

(2)キ

86 住基全国センター
システム部

操作者管理業務APの
WindowsServer2019対応業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3

2,849,000

2,636,700 随意契約

(2)キ

R2.5.21

R2.7.1
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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
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(円)
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(円)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

87 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 R2.8.18
機能追加（端末分）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

4,752,000

4,059,000 随意契約

(2)キ

88 住基全国センター
システム部

業務アプリケーションの新ウイルス対
策ソフト導入に伴う機能追加等業務

・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)

・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

40,413,450

35,681,250 随意契約

(2)キ

89 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係る手引 R2.8.26
書修正等業務

日本電気(株)

・東京都港区芝5-7-1

1,555,213

1,207,800 随意契約

(2)キ

90 住基全国センター
システム部

令和２年度上期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

R2.8.28

・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

23,931,259

19,657,522 随意契約

(2)キ

91 住基全国センター
システム部

令和２年度上期セキュリティ更新プロ
グラム等適用に伴う手引書修正及び
環境整備業務

R2.8.28

・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

6,007,045

5,029,200 随意契約

(2)キ

92 住基全国センター
システム部

マイクロソフト エンタープライズ サー R2.9.1
ビス

日本マイクロソフト(株)

東京都港区港南2-16-3

32,532,500

32,021,000 随意契約

(2)カ

93 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 R2.9.18
調達

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

12,045,000

11,660,000 随意契約

(2)キ

94 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
おけるペネトレーションテスト業務

(株)ケイテック

神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6

4,600,000

2,633,400 一般競争

95 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 R2.9.30
開発室に係る管理業務

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

4,980,360

4,950,000 随意契約

(2)キ

96 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 R2.10.7
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)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

4,468,893

3,190,550 随意契約

(2)キ

97 住基全国センター
システム部

住基ネットへのソフトウェアの導入等に R2.10.13
伴う動作確認テスト等業務

・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

13,230,745

11,055,110 随意契約

(2)キ

98 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 R2.10.16
業務アプリケーションソフトインストーラ
作成等業務

・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

24,892,120

21,980,200 随意契約

(2)キ

R2.8.25

R2.9.25
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99 住基全国センター
システム部

Windows10(2004)へのバージョンアップ R2.10.28
に係る手引書の修正業務

・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

1,726,670

1,427,250 随意契約

(2)キ

100 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 R2.11.26
イルス対策ソフトウェアの調達

日本電通(株)

東京都中央区日本橋茅場町1-1-3

4,087,050

1,880,043 随意契約

(2)キ

101 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 R2.12.7
都道府県サーバ集約センターのシステ
ム運営監査業務

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

1,915,000

1,600,000 一般競争

102 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 R2.12.21
OSの見直しに伴う業務（令和２年度下
期分）

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

383,412,095

334,742,925 随意契約

103 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 R2.12.25
イルス対策ソフト

エヌ･ティ･ティ･アドバンス
テクノロジ（株）

神奈川県川崎市幸区大宮町1310

130,000,000

120,670,000 一般競争

104 住基全国センター
システム部

地方公共団体向けウイルス対策ソフト R2.12.25
（住基）保守サポート業務

105 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 R3.2.26
業務アプリケーション配付等業務

・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

94,874,527

85,274,750 随意契約

(2)キ

106 住基全国センター
システム部

令和２年度下期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

・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

23,931,259

16,833,850 随意契約

(2)キ

107 住基全国センター
システム部

令和２年度下期ＯＳ等バージョンアップ R3.3.15
に係る手引書の修正業務

・日本電気(株)
・富士通(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区東新橋1-5-2

1,726,670

1,668,700 随意契約

(2)キ

108 住基全国センター
運用部

資源配付サーバ更改に係る構築業務 R2.3.31

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

47,758,700

46,064,700 随意契約

(2)キ

109 住基全国センター
運用部

Windowsサーバ機器及びソフトウェア
の賃貸借等（資源配付業務用）

(株)JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

46,200,000

38,889,290 一般競争

110 住基全国センター
運用部

2020年度住基ネット・マイナンバーカー R2.4.1
ドヘルプデスク運用支援業務

・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）

・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

371,985,240

294,624,220 随意契約

R3.3.3

R2.3.31
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(2)キ

(2)キ

No.

担当部署

契約名称

111 住基全国センター
運用部

鍵管理システム運用支援等業務

112 住基全国センター
運用部

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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3

1,751,376

1,687,950 随意契約

(2)キ

電子証明書情報連携処理及びJPKIパ R2.4.27
スワード初期化処理改修に伴う業務
AP適用に係る問合せ休日サポート業
務
公的個人認証パスワード初期化処理 R2.5.13
対応に係る市町村向けデリバリ用媒体
作成業務

・富士通（株）
・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）

1,950,036

1,852,675 随意契約

(2)キ

1,377,464

1,327,150 随意契約

(2)キ

114 住基全国センター
運用部

住基全国センターオペレーション室フロ R2.4.20
アレイアウト見直しに係る検討及び実
施（2020年度）

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

税抜き
税抜き
20,988,000
20,880,530 随意契約

(2)キ

115 住基全国センター
運用部

次期住基システムにおける運用設計
の初期検討

R2.5.22

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,998,873

4,989,600 随意契約

(2)キ

116 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
保守業務

R2.6.11

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

4,789,620

4,704,700 随意契約

(2)キ

117 住基全国センター
運用部

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

R2.6.22

ソフトバンク（株）

東京都港区東新橋1-9-1

29,420,160

24,383,260 一般競争

118 住基全国センター
運用部

Universal Oneサービスに係る提供条
件特約

R2.7.27

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

4,862,774

4,555,760 随意契約

(2)キ

119 住基全国センター
運用部

ヘルプデスク問い合わせ管理システム R2.7.28
及び外部メールサービスとの通信で利
用する回線提供業務

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

4,872,527

3,038,970 随意契約

(2)キ

120 住基全国センター
運用部

ヘルプデスク運用業務に係るネット
ワーク集約・構築業務

R2.8.17

富士電機ＩＴソリューション
（株）

東京都千代田区外神田6-15-12

2,414,676

2,332,000 随意契約

(2)キ

121 住基全国センター
運用部

ヘルプデスクにおける問合せ管理用デ R2.8.20
スクトップ型端末の購入

富士電機ＩＴソリューション
（株）

東京都千代田区外神田6-15-12

4,850,000

3,766,664 一般競争

122 住基全国センター
運用部

ネットワーク設計及びネットワーク機器 R2.8.31
の設定作業等

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

3,620,562

3,327,500 随意契約

(2)キ

123 住基全国センター
運用部

飯綱町及び川上村住基ネット機器新設 R2.9.18
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

1,884,696

1,771,000 随意契約

(2)キ

124 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 R2.9.30
おける次期資源配付サーバ接続等に
係る業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
・東京都千代田区大手町2-3-1
ケーションズ（株）
・東京都千代田区霞が関3-2-5
・伊藤忠テクノソリューショ
ンズ（株）

18,331,500

18,205,000 随意契約

(2)キ

125 住基全国センター
運用部

住基ネット全国サーバ等の更改におけ R2.10.1
る運用設計業務

日本電気(株)

42,488,424

39,493,850 随意契約

(2)キ

113 住基全国センター
運用部

R2.4.1

契約の相手方の名称

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都千代田区大手町2-3-1

・富士通（株）
・東京都港区東新橋1-5-2
・（株）エヌ・ティ・ティ・デー ・東京都江東区豊洲3-3-3
タ

東京都港区芝5-7-1
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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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

126 住基全国センター
運用部

V20対応に係る都道府県向けデリバリ R2.11.27
用媒体作成業務

・（株）エヌ・ティ・ティ・デー ・東京都江東区豊洲3-3-3
タ
・東京都港区芝5-7-1
・日本電気（株）

2,181,898

2,046,440 随意契約

(2)キ

127 住基全国センター
運用部

住基ネット通信サーバに係る機器更改 R2.12.8
支援作業業務

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,754,984

1,645,900 随意契約

(2)キ

128 住基全国センター
運用部

都道府県サーバ集約センター2020年
度監査支援業務

(株)日立製作所

東京都品川区南大井6-23-1

1,192,855

1,100,000 随意契約

(2)キ

129 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 R2.12.16
おける国の利用機関の回線敷設に伴
うネットワーク設計業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
・東京都千代田区大手町2-3-1
ケーションズ(株)
・東京都千代田区霞が関3-2-5
・伊藤忠テクノソリューショ
ンズ(株)

41,533,212

40,610,460 随意契約

(2)キ

130 住基全国センター
運用部

事務室WebCA利用に係る無線APの調 R2.12.25
達及び設定業務

富士電機ITソリューション
（株）

1,682,230

1,540,000 随意契約

(2)キ

131 住基全国センター
運用部

業務アプリケーションV20適用等に係る R3.1.8
休日サポート業務

・富士通（株）
・東京都港区東新橋1-5-2
・日本電気（株）
・東京都港区芝5-7-1
・（株）エヌ・ティ・ティ・デー 東京都江東区豊洲3-3-3
タ

4,036,560

4,017,750 随意契約

(2)キ

132 住基全国センター
運用部

遠隔監視カメラの調達及び設置

R3.1.18

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

8,824,772

6,496,050 随意契約

(2)オ

133 住基全国センター
運用部

住基全国センターリモートハンズ業務

R3.2.1

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

11,015,235

10,296,000 随意契約

(2)キ

134 住基全国センター
運用部

住基全国サーバ用暗号ボード購入契
約

R3.2.2

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,719,264

4,171,200 随意契約

(2)キ

135 住基全国センター
運用部

住基ネット通信サーバに係る機器更改 R3.3.5
支援業務

(株)エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

2,733,463

2,676,850 随意契約

(2)キ

136 住基全国センター
運用部

即時処理の性能測定業務

R3.3.23

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,731,342

4,668,400 随意契約

(2)キ

137 住基全国センター
運用部

データ抽出ツール作成業務

R3.3.23

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,800,000

1,568,600 随意契約

(2)キ

138 住基全国センター
運用部

2021年度住基ネット・マイナンバーカー R3.3.29
ドヘルプデスク運用支援業務

・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）

・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

356,259,091

314,350,520 随意契約

(2)キ

R2.12.9
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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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

139 住基全国センター
運用部

物品売買契約書
R3.3.29
(住民基本台帳ネットワークシステムに
おける回線敷設対応向けネットワーク
機器)

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

6,004,249

3,297,580 一般競争

140 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
おける全国サーバ等更改に係る回線

・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

47,500,000

45,424,720 一般競争

141 個人番号センター
公的個人認証部

マイナンバーカード総合サイトの公的 R2.4.7
個人認証サービストップページ作成業
務
公的個人認証サービス（JPKI）新旧紐 R2.7.6
付け連携頻度向上対応業務

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）

東京都千代田区大手町2-3-1

2,127,906

1,980,000 随意契約

(2)キ

・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

61,738,132

61,371,200 随意契約

(2)キ

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区東新橋1-5-2

3,118,500

3,118,500 随意契約

(2)キ

142 個人番号センター
公的個人認証部

R3.3.31

143 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 R2.9.30
ムへのパス数拡張等の改修に係る業
務（令和2年度受入分）

・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
・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・富士通（株）

144 個人番号センター
公的個人認証部

カード増産対応に伴うCS・統合端末等 R2.10.12
の改修業務（公的個人認証サービスシ
ステム関連）

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・日本電気（株）

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

2,323,865

2,002,550 随意契約

(2)キ

145 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認証
局受付DBサーバ予備機の賃貸借等

（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

3,720,059

3,575,880 随意契約

(3)

146 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準拠性監査業 R2.10.19
務

EYストラテジー・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

44,000,000

31,900,000 一般競争

147 個人番号センター
公的個人認証部

DB診断サービス・技術相談サービス利 R2.10.29
用契約

日鉄ソリューションズ（株)

東京都港区虎ノ門1-17-1

16,445,000

13,750,000 随意契約

148 個人番号センター
公的個人認証部

IP通信網サービスに係る提供条件特
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

4,983,000

4,841,760 随意契約

(2)キ

149 個人番号センター
公的個人認証部

郵便局窓口において電子証明書関連 R2.11.24
業務を行うための改修業務

・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
・東京都千代田区丸の内1-6-6

49,648,962

49,596,525 随意契約

(2)キ

150 個人番号センター
公的個人認証部

JPKI新利用者クライアント（Android版） R2.12.24
の設計開発及びJPKI利用者クライアン
ト（Windows版・Mac版）のパスワード入
力画面改修業務

・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
・（株）日立製作所
（株）日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

87,000,000

86,900,000 一般競争

R2.10.14

R2.11.6
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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
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(円)
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随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

151 個人番号センター
公的個人認証部

郵便局窓口において電子証明書関連 R3.1.18
業務を行うための設計・開発等業務

・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
・（株）日立製作所

・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
・東京都千代田区丸の内1-6-6

539,036,850

525,523,350 随意契約

(2)キ

152 個人番号センター
公的個人認証部

第二GSOC対応に係る機器設定等業
務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・日本電気（株）

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

2,251,943

1,744,820 随意契約

(2)キ

153 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シス R3.2.4
テム全体性能向上に伴う設計・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3-3-3
・東京都港区芝5-7-1
・東京都千代田区丸の内1-6-6

368,749,920

352,412,500 随意契約

(2)キ

154 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全
体性能向上に伴う機器賃貸借等

R3.2.8

・（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

129,949,204

122,704,261 随意契約

(2)キ

155 個人番号センター
公的個人認証部

電子証明書委託発行16万件/日対応
に伴う設計・開発業務

R3.2.10

・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

208,766,140

193,539,500 随意契約

(2)キ

156 個人番号センター
公的個人認証部

顔認証技術を活用したコンビニでの電 R3.2.15
子証明書の暗証番号初期化・再設定
に係る開発業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・日本電気（株）

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

685,000,000

644,531,800 随意契約

(2)キ

157 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健康保険証利用 R3.3.23
（オンライン資格確認）に伴うOCSPレ
スポンダ増設に係る設計・開発等業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
・（株）日立製作所
・日本電気（株）

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

46,018,236

41,580,000 随意契約

(2)キ

158 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健康保険証利用 R3.3.30
（オンライン資格確認）に伴うOCSPレ
スポンダ増設に係る機器賃貸借等

・（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

108,390,752

97,529,080 随意契約

(3)

159 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 R2.4.1
ム」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

427,680,000

423,560,801 随意契約

(2)キ

160 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度通知カード廃止に伴う対応 R2.4.1
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
・(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

税抜き
税抜き
49,999,609
49,928,972 随意契約

(2)キ

R3.1.19

12

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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

161 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度統合端末業務アプリケー
R2.4.1
ションソフト改修（新コンパイラ非互換
対応等）先行適用等対応及びカード管
理システム改修等業務

・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

48,022,356

44,238,762 随意契約

(2)キ

162 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度カード管理システムにおけ R2.4.1
る軽易な作業等業務委託に係る単価
契約

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

4,400,860

単価契約 随意契約
（予定総額
3,998,930）

(2)キ

163 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度通知カード廃止に係る新
NW環境における試験実施業務

R2.4.14

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

4,952,502

4,894,301 随意契約

(2)キ

164 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度カード管理システム増産対 R2.4.28
応延期に伴う現行環境における開発
案件検証実施業務

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

3,074,852

2,442,022 随意契約

(2)キ

165 個人番号センター
個人番号カード部

通知カード廃止後における市町村要望 R2.6.1
による通知カード発行支援業務

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

4,976,110

4,798,648 随意契約

(2)キ

166 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度統合端末業務アプリケー
R2.7.1
ションソフト改修対応及びカード管理シ
ステム運用改善等業務

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

41,415,143

39,850,778 随意契約

(2)キ

167 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年７月住基アプリケーションリ
リースに伴う先行適用支援作業業務

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

3,455,397

3,346,182 随意契約

(2)キ

168 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年７月住基アプリケーション先行 R2.7.3
適用対応（宮崎市）に係る現地サポー
ト業務
令和２年度券面事項確認AP/券面事 R2.9.15
項入力補助APインターフェース仕様書
に係る問合せ対応業務

富士通（株）

東京都港区東新橋1-5-2

474,045

471,955 随意契約

(1)カ

(株)エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

4,732,750

4,642,000 随意契約

(2)キ

170 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発行期間短縮に係 R2.9.18
るシステム変更業務

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

28,309,432

23,472,519 随意契約

(2)キ

171 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未交付者へのQR R2.9.23
コード付き交付申請書再送付に係るシ
ステム改修等業務

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

142,677,664

139,071,507 随意契約

(2)キ

169 個人番号センター
個人番号カード部

R2.7.3
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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

172 個人番号センター
個人番号カード部

令和２年度個人番号カード管理システ R2.10.12
ムの開発業務に係る助言型監査業務

有限責任監査法人 トーマ 東京都千代田区丸の内3-2-3
ツ

173 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード交付申請書等作成業
務（DNPデータテクノ）

(株)DNPデータテクノ

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

174 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交付申請等に係る R2.12.28
コールセンター業務
（ベルシステム24）

(株)ベルシステム２４

175 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交付申請等に係る R2.12.28
コールセンター業務
（全日本空輸）

176 個人番号センター
個人番号カード部

個人番号カード交付申請書等作成業
務（凸版印刷）

177 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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

19,500,000

3,234,000 一般競争

2,017,485,118

単価契約 随意契約
（予定総額
1,792,780,000）

(3)

東京都中央区晴海1-8-11

631,968,480

543,733,322 随意契約

(3)

全日本空輸(株)

東京都港区東新橋1-5-2

227,918,944

227,260,000 随意契約

(3)

凸版印刷(株)

東京都文京区水道1-3-3

536,018,650

単価契約 随意契約
（予定総額
525,681,200）

(3)

動作確認ツールの非互換有無確認作 R3.1.4
業業務

(株)エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲3-3-3

1,029,875

1,004,300 随意契約

(2)キ

178 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交付枚数増に向け R3.2.3
た各種システム改修業務

・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

615,459,317

573,027,541 随意契約

(2)キ

179 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
LGWAN-ASPグローバルIPアドレス変
更対応作業業務

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

4,632,485

4,543,308 随意契約

(2)キ

180 個人番号センター
個人番号カード部

住基業務アプリケーション配付及び試 R3.3.5
験対応等業務

・(株)エヌ・ティ・ティ・データ ・東京都江東区豊洲3-3-3
・富士通(株)
・東京都港区東新橋1-5-2

4,976,125

4,946,700 随意契約

(2)キ

181 個人番号センター
個人番号カード部

統合端末における個人番号カード発行 R3.3.8
時等メッセージの改修業務

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

4,949,670

4,499,000 随意契約

(2)キ

182 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における住基アプ
リケーションリリース対応作業業務

R3.3.10

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

2,770,961

2,405,093 随意契約

(2)キ

183 個人番号センター
個人番号カード部

統合端末へのセキュリティ修正プログ R3.3.15
ラム適用等に伴うアプリケーション動作
確認業務

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

4,534,750

4,224,000 随意契約

(2)キ

R2.11.2

R2.12.30

R3.2.19
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No.

担当部署

184 個人番号センター
個人番号カード部

契約名称

契約締結日

「個人番号カード管理・発行委託システ R3.3.29
ム」の業務アプリケーション保守等業務

契約の相手方の名称
・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)

契約の相手方の所在地
・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

予定価格
(円)

契約金額
(円)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

2,034,167,087

2,018,216,087 随意契約

(2)キ

185 LGWAN全国センター 政府統一基準に基づくLGWAN準拠性 R2.9.9
企画部
監査業務

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

44,000,000

18,700,000 一般競争

186 LGWAN全国センター 総合行政ネットワークにおけるポータ
システム部
ルサイトのサービス提供業務

R2.3.30

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

34,746,800

34,746,800 随意契約

187 LGWAN全国センター 総合行政ネットワークにおけるASP
R2.3.30
システム部
ポータルサイトのサービス運用保守業
務
188 LGWAN全国センター 第三次LGPKI組織CA継続利用環境に R2.4.1
システム部
係るシステム維持保守業務

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

4,868,798

4,452,800 随意契約

(2)キ

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

52,603,903

49,500,000 随意契約

(2)キ

189 LGWAN全国センター 令和２年度総合行政ネットワークにお R2.4.24
システム部
ける技術支援及びシステム維持保守
業務
190 LGWAN全国センター 総合行政ネットワークにおける追加設 R2.9.25
システム部
定及び追加運用に係る業務

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

4,906,968

4,840,000 随意契約

(2)オ

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

2,744,885

2,612,500 随意契約

(2)キ

191 LGWAN全国センター 総合行政ネットワークにおけるASP
システム部
ポータルサイトの構築作業

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

90,090,000

88,458,150 随意契約

192 LGWAN全国センター 令和２年度LGWAN-ASPホスティング R2.11.9
システム部
サービス提供者の情報セキュリティ監
査

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

15,800,000

5,467,000 一般競争

193 LGWAN全国センター 政府共通ネットワークへの公開設定及 R3.1.18
システム部
び構成変更に係る業務

ソフトバンク(株)

東京都港区東新橋1-9-1

4,892,417

4,620,000 随意契約

194 LGWAN全国センター 総合行政ネットワークにおけるASP
R3.2.20
システム部
ポータルサイトのサービス運用保守業
務
195 LGWAN全国センター 第三次LGPKI組織CA継続利用環境に R3.3.29
システム部
係るシステム維持保守業務

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

52,910,000

51,228,650 随意契約

(6)

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

51,362,080

49,500,000 随意契約

(2)キ

196 LGWAN全国センター 令和３年度総合行政ネットワークにお
システム部
ける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

4,885,364

4,794,900 随意契約

(2)キ

197 LGWAN全国センター 自治体中間サーバー・プラットフォーム R2.3.19
中間サーバー部
更改及び自己情報提供業務サービス
時間拡大に係る自治体中間サーバー・
ソフトウェア改修業務

日本電気㈱

東京都港区芝5-7-1

212,694,900

188,657,700 随意契約

(2)キ

198 LGWAN全国センター 自治体中間サーバー・プラットフォーム R2.7.1
中間サーバー部
更改に係る情報セキュリティ診断等業
務

㈱ファイブドライブ

東京都千代田区神田鍛冶町3-4

R2.10.13

R3.3.31
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税抜き
税抜き
13,000,000
6,309,600 一般競争

(6)

(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

199 LGWAN全国センター 自治体中間サーバー・プラットフォーム R2.9.18
中間サーバー部
の運用に係る情報セキュリティ監査等
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

200 ICTイノベーションセン 証明書交付センターシステムの開発等 R2.3.31
ター
業務（令和２年度）
研究開発部

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

201 ICTイノベーションセン 「地方公会計標準ソフトウェア」サポー R2.4.1
ター
ト業務
研究開発部

(株)日立製作所

202 ICTイノベーションセン 自治体クラウドにおける円滑なデータ
ター
移行を可能とする中間標準レイアウト
研究開発部
仕様の維持管理に係る業務

予定価格
(円)

契約金額
(円)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

28,000,000

24,390,000 一般競争

1,668,523,208

1,498,728,000 随意契約

(2)キ

東京都千代田区丸の内1-6-6

53,630,830

52,219,200 随意契約

(2)キ

・(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

税抜き
税抜き
43,923,121
43,230,000 随意契約

(2)キ

203 ICTイノベーションセン 被災者支援システムサポート事業にお R2.4.1
ター
ける「被災者支援システム全国サポー
研究開発部
トセンター」の運営業務

(一財)西宮市都市整備公
社

兵庫県西宮市西宮浜1-31

15,936,620

15,679,580 随意契約

(2)キ

204 ICTイノベーションセン 小規模市町村向けクラウド基盤による R2.9.18
ター
コンビニ交付サービスの普及拡大に向
研究開発部
けた実証に関する業務

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

1,210,003,630

1,202,230,000 随意契約

(2)キ

205 ICTイノベーションセン 証明書交付センターシステムの開発等 R3.3.29
ター
業務（令和３年度）
研究開発部

・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・日本電気(株)

・東京都千代田区大手町2-3-1
・東京都港区芝5-7-1

1,643,762,554

1,475,826,000 随意契約

(2)キ

206 ICTイノベーションセン たばこ流通情報管理システムにおける R2.3.16
ター
伝票入力作業及び伝票照合作業
情報処理部

(株)日比谷情報サービス

東京都港区新橋5-14-6

9,500,000

9,209,667 一般競争

207 ICTイノベーションセン 軽自動車検査情報市区町村提供シス R2.3.24
ター
テムのデータチェック機能追加業務
情報処理部

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

1,809,489

1,320,000 随意契約

(2)キ

208 ICTイノベーションセン J-LISポータルシステム及び地方消費 R2.3.31
ター
税システムの稼動維持業務
情報処理部

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

税抜き
税抜き
14,385,206
14,036,000 随意契約

(2)キ

209 ICTイノベーションセン 令和２年度軽自動車検査情報市区町 R2.3.31
ター
村提供システム維持保守に係る業務
情報処理部

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

29,193,017

25,300,000 随意契約

(2)キ

210 ICTイノベーションセン アクセスチェックシステム維持保守に
ター
係る業務
情報処理部

R2.3.31

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

2,749,231

2,310,000 随意契約

(2)キ

211 ICTイノベーションセン 情報処理業務システム稼働維持サー
ター
ビス業務
情報処理部

R2.4.1

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

23,306,052

22,440,000 随意契約

(2)キ

212 ICTイノベーションセン 交付税算定業務支援システムのミドル R2.4.1
ター
ウェアに係る移行業務
情報処理部

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

20,810,790

19,292,680 随意契約

(2)キ

R2.4.1
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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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

213 ICTイノベーションセン 環境性能割システム「令和２年度保守 R2.4.1
ター
作業」
情報処理部

(株)みずほトラストシステム 東京都調布市国領町8-2-15
ズ

2,171,773

単価契約 随意契約
（予定総額
1,978,882）

214 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部
215 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部
216 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

ジャパン・ビジネス・サプラ 東京都千代田区東神田1-4-1
イ株式会社

2,222,000

Web会議クラウドサービス（SaaS）の利 R2.6.3
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

4,468,464

単価契約 一般競争
（予定総額
1,896,840）
3,850,000 随意契約

(3)

事務所移転に伴う業務系ネットワーク R2.6.5
変更作業及びLAN配線工事業務

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

12,803,098

12,555,400 随意契約

(2)キ

217 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部
218 ICTイノベーションセン
ター
情報処理部

事務所移転に伴う事務系LAN無線化
に関する要件定義業務

R2.6.22

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,823,786

4,735,500 随意契約

(2)キ

事務系LAN認証プリンタのマイナン
バーカード対応に関する要件定義

R2.7.9

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,335,914

4,125,000 随意契約

(2)キ

219 ICTイノベーションセン 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直 R2.7.27
ター
しに関するたばこ流通情報管理システ
情報処理部
ム改修業務

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

19,722,455

19,356,832 随意契約

(2)キ

220 ICTイノベーションセン 事務系LAN町村議員会館6階フロア移 R2.10.22
ター
設対応業務
情報処理部

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

4,536,906

4,081,000 随意契約

(2)キ

221 ICTイノベーションセン 事務系LAN機器類の増設業務
ター
情報処理部

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

109,942,525

105,732,000 随意契約

(2)キ

222 ICTイノベーションセン 自動車の排ガス識別記号体系の改正 R2.12.3
ター
等に伴う軽自動車検査情報市区町村
情報処理部
提供システムの軽課判定ロジックの改
修等の業務

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

19,905,299

19,800,000 随意契約

(2)キ

223 ICTイノベーションセン 自動車の排ガス識別記号体系の改正 R2.12.3
ター
等に伴う自動車登録・検査情報提供シ
情報処理部
ステムの軽課判定ロジックの改修業務

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

19,932,440

19,893,280 随意契約

(2)キ

224 ICTイノベーションセン 軽自動車検査情報市区町村提供シス R2.12.10
ター
テムのIndexの再構築に係る業務
情報処理部

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

1,517,872

1,419,000 随意契約

(2)キ

225 ICTイノベーションセン 環境性能割システム「令和２年度改善 R3.1.8
ター
対応」業務
情報処理部

みずほ情報総研㈱

東京都千代田区神田錦町2-3

4,945,633

4,719,000 随意契約

(2)キ

R2.5.18

R2.10.26
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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)

随意契約
契約の種別 とした理由
（注）

226 ICTイノベーションセン 令和２年度交付税関連機器のセキュリ R3.2.9
ター
ティパッチ適用業務
情報処理部

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,700,003

4,027,232 随意契約

(2)キ

227 ICTイノベーションセン 令和２年度地方税関連機器のセキュリ R3.2.9
ター
ティパッチ適用業務
情報処理部

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,017,684

3,495,932 随意契約

(2)キ

228 ICTイノベーションセン 令和２年度開発環境機器のセキュリ
ター
ティパッチ適用業務
情報処理部

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

4,850,860

4,743,332 随意契約

(2)キ

229 ICTイノベーションセン 軽自動車検査情報市区町村提供シス R3.2.19
ター
テムのアプリケーション性能改善事前
情報処理部
調査業務

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

4,959,306

4,840,000 随意契約

(2)キ

230 ICTイノベーションセン 自動車検査登録情報の提供項目追加 R3.3.12
ター
に係る契約
情報処理部

(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

3,960,000

3,960,000 随意契約

(2)オ

231 ICTイノベーションセン アクセスチェックシステム維持保守に
ター
係る業務
情報処理部

R3.3.16

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

2,796,290

2,310,000 随意契約

(2)キ

232 ICTイノベーションセン ビジネスチャットシステム導入
ター
情報処理部

R3.3.16

日本電気(株)

東京都港区芝5-7-1

1,790,998

1,584,000 随意契約

(2)キ

233 ICTイノベーションセン 情報処理部の各業務システムのブラ
ター
ウザ影響調査業務
情報処理部

R3.3.29

㈱日立製作所

東京都千代田区丸の内1-6-6

9,943,901

9,354,400 随意契約

(2)キ

234 ICTイノベーションセン 令和３年度軽自動車検査情報市区町 R3.3.30
ター
村提供システム維持保守に係る業務
情報処理部

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

27,231,643

25,300,000 随意契約

(2)キ

235 ICTイノベーションセン J-LISポータルシステム及び地方消費 R3.3.31
ター
税システムの稼動維持業務
情報処理部

富士通(株)

東京都港区東新橋1-5-2

15,591,939

14,421,000 随意契約

(2)キ

R3.2.12

（※）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。

18

（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
キ 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
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