
平成26年度契約実績一覧表

1 情報化支援戦
略部

「地方自治情報化推進フェア2014」に係
る企画・設営・運営業務

H26.4.1 (株)サンケイビルテクノ 東京都千代田区有楽町2-2-1 63,111,878
(会場借上料を含む)

57,762,158
(会場借上料を含む)

一般競争

2 情報化支援戦
略部

ウェブ感染型マルウェア検知業務 H26.4.1 (株)インフォセック 東京都港区芝公園4-1-4 12,376,800 12,376,800 随意契約 (4)

3 情報化支援戦
略部

標的型攻撃検知防御業務 H26.4.1 (株)インフォセック 東京都港区芝公園4-1-4 21,384,000 21,384,000 随意契約 (2)ケ

4 情報化支援戦
略部

自動診断システムによる脆弱性診断事
業

H26.7.4 京セラコミュニケーション
システム(株)

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 39,700,000 32,076,000 一般競争

5 情報化支援戦
略部

「月刊J-LIS」の作成に係る業務 H26.12.1 （株）丸井工文社 東京都港区南青山7-1-5 32,400,000 単価契約(予定総
額30,376,080)

一般競争

6 情報化支援戦
略部

自治体WAFクラウド事業業務委託 H27.1.9 （株）シーイーシー 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 8,800,000 2,970,000 一般競争

7 管理部総務課 産業医業務 H26.2.28 (株)エリクシア 東京都港区北青山3-6-7 1,555,200 1,555,200 随意契約 (2)ケ

8 管理部総務課 平成26年度コピー用紙の購入 H26.7.8 西ノ宮(株) 東京都千代田区内神田1-14-5 1,458,000 単価契約(予定総
額1,275,912)

一般競争

9 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H26.9.28 大洋ホールディング(株) 大阪府大阪市福島区玉川2-13-33 2,210,092 2,210,092 随意契約 (2)ア

10 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.23 スターツアメニティー(株) 東京都江戸川区一之江8-4-3 2,688,213 2,550,970 随意契約 (2)ア

11 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.23 2,688,213 2,002,751 随意契約 (2)ア

12 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.23 2,688,213 2,080,676 随意契約 (2)ア

13 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.23 2,688,213 2,423,004 随意契約 (2)ア

14 管理部総務課 住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.24 2,688,213 2,193,380 随意契約 (2)ア

15 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H27.3.28 スターツアメニティー(株) 東京都江戸川区一之江8-4-3 2,688,213 2,046,494 随意契約 (2)ア

16 研究開発部 証明書交付サービス用機器等の借入 H26.4.1 東銀リース(株) 東京都中央区日本橋本町1-9-13 15,420,648 15,420,648 随意契約 (5)

17 研究開発部 証明書交付センター用データセンターの
賃貸借

H26.4.1 12,661,920 12,661,920 随意契約 (2)ア
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18 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」請負

H26.4.1 (一財)西宮市都市整備
公社

兵庫県西宮市西宮浜1-31 19,625,976 19,418,400 随意契約 (2)キ

19 研究開発部 「証明書交付センター運営業務委託(平
成26年度)」委託契約

H26.4.1 ・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

196,722,225 192,456,000 随意契約 (2)キ

20 研究開発部 「ICカード標準システムの団体等保守サ
ポート(平成26年度)」委託契約

H26.4.1 ・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

100,479,330 99,014,400 随意契約 (2)キ

21 研究開発部 証明書交付センタ用データセンターの賃
貸借

H26.5.1 19,200,400 16,156,800 企画競争

22 研究開発部 地方公共団体の情報システム調達にお
ける機能要件の表記方法に関する調査
研究業務委託（請負）

H26.7.11 (株)情報通信総合研究
所

東京都中央区日本橋人形町2-14-10 13,932,000 12,938,400 一般競争

23 研究開発部 「平成２６年度自治体クラウド導入取組加
速事業に伴う業務」業務委託（請負）

H26.7.25 (株)情報通信総合研究
所

東京都中央区日本橋人形町2-14-10 16,200,000 15,487,200 随意契約 (6)

24 研究開発部 「オープンデータ調査研究業務」業務委
託

H26.7.25 (株)日本能率協会総合
研究所

東京都港区芝公園3-1-22 11,664,000 5,011,200 一般競争

25 研究開発部 「自治体クラウドにおける円滑なデータ移
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）

H26.8.1 ・(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

20,520,000 20,520,000 随意契約 (2)キ

26 研究開発部 被災者支援システムの政令指定都市対
応システム改修等業務委託（請負）

H26.11.14 (一財)西宮市都市整備
公社

兵庫県西宮市西宮浜1-31 2,754,000 2,754,000 随意契約 (2)キ

27 教育研修部 平成26年度「入門ｅラーニング事業」業務 H26.5.26 (株)富士通ラーニングメ
ディア

東京都港区港南2-13-34 10,368,000 7,452,000 一般競争

28 教育研修部 平成26年度「ｅラーニングによる情報セ
キュリティ研修事業」業務

H26.5.26 (株)富士通ラーニングメ
ディア

東京都港区港南2-13-34 43,276,896 30,348,000 一般競争

29 情報処理部 ISMS運用維持等に係る業務 H26.3.31 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 6,646,500 4,789,800 一般競争

30 情報処理部 地方公共団体金融機構業務システム維
持管理作業

H26.3.31 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,890,000 1,890,000 随意契約 (2)キ

31 情報処理部 地方公共団体金融機構業務の派遣契約 H26.3.31 (株)デジックデザイン 東京都豊島区高田3-18-14 3,800,000 3,800,000 随意契約 (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
データ入力作業

H26.3.31 (株)日比谷情報サービ
ス

東京都港区新橋5-14-6 2,100,000 1,907,200 一般競争

33 情報処理部 たばこ流通情報管理システムにおける
データ照合作業

H26.3.31 (株)エヌアイデイ 東京都中央区晴海1-8-10 2,170,000 1,795,200 一般競争

※
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34 情報処理部 平成26年度軽油流通情報管理システム
操作研修用機器の環境構築支援対応等
の業務委託

H26.7.14 (株)日立公共システム 東京都江東区東陽2-4-18 1,364,040 1,364,040 随意契約 (2)オ

35 情報処理部 地方公共団体情報システム機構５階レイ
アウト工事

H26.9.8 平成ビルディング(株) 東京都中央区日本橋1-1-7 5,238,000 5,238,000 随意契約 (2)オ

36 情報処理部 4F執務室及び作業室原状回復工事 H26.9.22 TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1 3,942,000 3,942,000 随意契約 (2)オ

37 情報処理部 交付税・地方税業務サーバ／PC端末
（Windows）へのパッチ適用に係る業務

H26.10.21 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,986,414 4,968,000 随意契約 (2)キ

38 情報処理部 情報処理部のデータセンター移転に伴う
サーバ機器の集約及び更改における設
計構築等

H26.10.24 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 85,389,206 85,389,206 随意契約 (2)キ

39 情報処理部 自動車取得税登録システムの電子証明
書再発行業務

H26.10.30 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,206,009 1,180,224 随意契約 (2)キ

40 情報処理部 地方税・地方交付税等の情報処理システ
ム用のデータセンターの賃貸借

H26.12.9 48,155,040 47,331,648 企画競争

41 情報処理部 教員免許管理システム委託先監査の業
務委託

H26.12.15 (株)アズジェント 東京都中央区明石町6-4 4,206,400 720,900 指名競争

42 情報処理部 地方税・地方交付税等の情報システムの
機器及びソフトウェアの賃貸借等

H27.2.4 日立キャピタル(株) 東京都港区西新橋1-3-1 392,472,000 375,600,672 一般競争

43 情報処理部 Universal Oneサービス及びWide Area
Virtual Switchに係る提供条件特約書

H27.2.11 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 35,000,000 18,799,619 一般競争

44 情報処理部 地方税・地方交付税等の情報システムの
機器及びソフトウェアの賃貸借等追加
ネットワーク機器

H27.2.17 日立キャピタル(株) 東京都港区西新橋1-3-1 3,028,042 2,816,856 随意契約 (2)キ

45 情報処理部 １Ｆマシン室原状回復工事 H27.2.25 TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1 14,071,625 9,999,990 随意契約 (2)オ

46 情報処理部 DC移転に伴う機器移設作業等業務委託 H27.2.26 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,313,844 4,313,844 随意契約 (2)キ

47 情報処理部 木場データセンタ・本部・総務省設置リー
ス物件・データ消去作業

H27.3.5 日立キャピタル(株) 東京都港区西新橋1-3-1 2,524,500 2,524,500 随意契約 (2)キ

48 情報処理部 PC版県配布ｼｽﾃﾑJava SEバージョンアッ
プ対応作業委託

H27.3.16 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,978,020 1,787,832 随意契約 (2)キ

49 情報処理部 自動車税分配情報の平成27年度税制改
正対応委託作業

H27.3.27 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,516,455 1,485,432 随意契約 (2)キ

50 住基システム
部

「住民基本台帳ネットワークシステム」の
ソフトウェア保守業務

H26.3.31 ・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

※
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51 住基システム
部

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

H26.4.1 ・(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)

・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

407,874,264 407,874,264 随意契約 (2)キ

52 住基システム
部

セキュリティ修正プログラム等適用後のＣ
Ｓ端末等の住基アプリ動作確認業務

H26.5.14 ・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

5,603,580 5,603,580 随意契約 (2)キ

53 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステム再構
築のための技術動向調査業務

H26.7.22 (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 29,160,000 19,958,400 一般競争

54 住基システム
部

残存外字と住基ネット統一文字との同定
作業

H26.7.29 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 48,600,000 48,600,000 随意契約 (2)キ

55 住基システム
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

H26.8.27 新日本有限責任監査法
人

東京都千代田区内幸町2-2-3 47,421,380 37,302,980 一般競争

56 住基システム
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

H26.8.27 有限責任監査法人トー
マツ

東京都港区港南2-15-3 22,731,680 18,922,431 一般競争

57 住基システム
部

住基Windowsサーバへのパッチ適用時の
動作確認及びウイルス対策ソフトウェア
のバージョンアップ及びパッチ適用等業
務

H26.11.10 ・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

28,005,750 27,225,720 随意契約 (2)キ

58 住基システム
部

Windows8.1対応に係る動作確認等業務 H26.12.11 ・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

27,240,000 22,560,120 随意契約 (2)キ

59 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムの運
用支援業務

H26.3.31 (株)富士通システムズ・
イースト

東京都文京区本駒込2-28-8 12,947,040 12,830,400 随意契約 (2)キ

60 住基運用部 コールセンター運用支援業務 H26.3.31 ・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

119,789,280 119,789,280 随意契約 (2)キ

61 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムにお
けるネットワーク監視業務

H26.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
・エヌ・ティ・ティ・ソフト
ウェア(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区港南2-16-4

620,670,065 578,016,000 一般競争

62 住基運用部 市町村における資源配付に係る運用保
守業務

H26.4.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 22,161,600 22,161,600 随意契約 (2)キ

63 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムにお
ける侵入検知システムの運用業務

H26.4.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6 18,379,872 18,379,872 随意契約 (2)キ
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64 住基運用部 業務アプリケーション適用作業の休日サ
ポート業務

H26.4.16 ・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

3,600,000 2,940,300 随意契約 (2)キ

65 住基運用部 市町村向けデリバリ用媒体作成業務 H26.5.8 ・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

1,023,516 1,023,516 随意契約 (2)キ

66 住基運用部 委託発行用住民基本台帳カードの売買 H26.8.21 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 4,368,600 4,368,600 随意契約 (2)オ

67 住基運用部 委託発行用住民基本台帳カードの売買 H26.10.24 (株)エヌ・ティ・ティ・デー
タ

東京都江東区豊洲3-3-3 1,641,600 1,641,600 随意契約 (2)オ

68 住基運用部 IDS更改に伴うLAN対応等業務 H27.1.19 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,351,080 1,351,080 随意契約 (2)キ

69 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムにお
ける侵入検知業務支援

H27.1.30 ・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)

・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

93,960,000 73,167,624 一般競争

70 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムにお
けるドキュメント修正業務

H27.3.4 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6 2,376,000 2,376,000 随意契約 (2)キ

71 住基運用部 委託発行用住民基本台帳カードの売買 H27.3.20 (株)エヌ・ティ・ティ・デー
タ

東京都江東区豊洲3-3-3 1,805,760 1,805,760 随意契約 (2)オ

72 住基運用部 委託発行用住民基本台帳カードの売買 H27.3.20 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 1,885,356 1,885,356 随意契約 (2)オ

73 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークヘルプデスク業務 H26.2.17 富士ソフトサービス
ビューロ(株)

東京都墨田区江東橋2-19-7 32,370,000 29,076,192 一般競争

74 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）認
証局システム運用業務

H26.2.18 ・日本電気(株)
・NECフィールディング
(株)

・東京都港区芝5-7-1
・東京都港区芝浦4-9-25

55,080,000 42,098,400 一般競争

75 LGWAN全国セ
ンター

平成25年度地方公共団体組織認証基盤
（LGPKI）における暗号アルゴリズムの移
行に伴う機器の借入及び保守等

H26.3.11 NECキャピタルソリュー
ション(株)

東京都港区港南2-15-3 99,799,000 99,600,840 一般競争

76 LGWAN全国セ
ンター

平成25年度総合行政ネットワークにおけ
る認証基盤機器更新（証明書発行等申
請管理システム）に係る機器の借入、保
守等

H26.3.27 NECキャピタルソリュー
ション(株)

東京都港区港南2-15-3 51,720,000 50,012,640 一般競争

77 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワーク全国NOC運用監視
業務

H26.3.27 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6 99,620,000 92,005,200 一般競争
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78 LGWAN全国セ
ンター

平成26年度総合行政ネットワークにおけ
る技術支援業務

H26.3.31 ・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

28,728,000 28,728,000 随意契約 (2)キ

79 LGWAN全国セ
ンター

平成26年度総合行政ネットワークにおけ
るシステム維持保守業務

H26.3.31 ・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

29,430,000 29,430,000 随意契約 (2)キ

80 LGWAN全国セ
ンター

ネットワーク相互接続に関する研究 H26.4.1 慶應義塾大学 神奈川県藤沢市遠藤5322 5,184,000 5,184,000 随意契約 (2)ケ

81 LGWAN全国セ
ンター

平成26年度地方公共団体組織認証基盤
アプリケーション認証局（ＡＰＣＡＧ３）構築
業務

H26.4.1 ・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)
.・(株)日立製作所

・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
・東京都千代田区丸の内1-6-6

22,917,600 22,917,600 随意契約 (2)キ

82 公的個人認証
サービスセン
ター

東京EASTデータセンター利用に関する
定期建物賃貸借契約書

H26.4.1 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

・東京都千代田区内幸町1-1-6 290,304,000 290,304,000 随意契約 (2)ア

83 公的個人認証
サービスセン
ター

公的個人認証サービスセンター運用保
守業務（平成26年度）

H26.4.1 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

541,417,718 541,417,718 随意契約 (2)ケ

84 公的個人認証
サービスセン
ター

公的個人認証サービスヘルプデスク運
用業務

H26.4.1 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 120,960,000 103,608,720 一般競争

85 公的個人認証
サービスセン
ター

平成26年度　共通基盤運用事業1
（テスト環境維持支援、受付窓口端末AP
動作検証維持管理、住基構成変更に伴
う受付窓口端末対応、利用者AP動作検
証維持管理、署名検証者に対する技術
的支援、コンテンツデザイン・作成）

H26.4.1 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

100,661,311 100,661,311 随意契約 (2)ケ

86 公的個人認証
サービスセン
ター

公的個人認証サービス準拠性監査業務
委託

H26.4.1 (株)ファイブドライブ 東京都千代田区内幸町1-1-7 52,920,000 24,192,000 一般競争

87 公的個人認証
サービスセン
ター

相互認証証明書更新と技術審査対応 H26.4.1 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

50,077,440 50,077,440 随意契約 (2)キ
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88 公的個人認証
サービスセン
ター

暗号危殆化時に備えたドキュメントの整
備

H26.6.13 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

14,968,800 14,968,800 随意契約 (2)キ

89 公的個人認証
サービスセン
ター

JPKI-AP動作検証ツールの開発 H26.6.13 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

34,020,000 34,020,000 随意契約 (2)キ

90 公的個人認証
サービスセン
ター

IDS検知体制強化によるセンタセキュリ
ティの確保

H26.6.13 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

7,371,000 7,371,000 随意契約 (2)キ

91 公的個人認証
サービスセン
ター

署名検証者向け新暗号対応 H26.6.24 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

18,711,000 18,711,000 随意契約 (2)キ

92 公的個人認証
サービスセン
ター

公的個人認証サービスの利用者向けヘ
ルプデスクの設置・運用業務

H26.11.4 トランス・コスモス（株） 東京都渋谷区渋谷3-25-18 8,230,000 7,200,000 一般競争

93 公的個人認証
サービスセン
ター

不正侵入検知装置の更改 H26.12.1 ・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)
・(株)エヌ・ティ・ティ・
データ

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

35,905,896 31,151,304 随意契約 (2)キ

94 個人番号プロ
ジェクト推進部

中間サーバー・プラットフォーム構築に係
る調達支援業務

H26.4.7 (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 21,600,000 21,600,000 一般競争

95 個人番号プロ
ジェクト推進部

番号制度に係るシステムの機器・ソフト
ウェア賃貸借等契約書

H26.4.9 ・(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

9,680,000,000 9,380,000,000 随意契約 （６）

96 個人番号プロ
ジェクト推進部

個人番号通知及び個人番号カード発行
等に係るプロジェクト管理支援業務

H26.6.10 沖電気工業(株) 東京都港区芝浦4-10-16 100,000,000 97,200,000 一般競争

97 個人番号プロ
ジェクト推進部

データセンター設備設置に係る建物ス
ペース利用契約書

H26.7.31 2,492,036,654 2,492,036,654 随意契約 (2)ア

98 個人番号プロ
ジェクト推進部

無停電電源装置の利用に関する契約書 H26.7.31 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6 103,267,116 103,267,116 随意契約 (2)オ

99 個人番号プロ
ジェクト推進部

賃貸借契約書（メディア保管用耐火金
庫）

H26.9.11 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 2,659,251 一般競争

100 個人番号プロ
ジェクト推進部

賃貸借契約書（メディア保管用耐火金
庫）

H26.9.11 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 2,646,936 一般競争

※

6,570,000
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101 個人番号プロ
ジェクト推進部

賃貸借契約書(電話機器等一式） H26.9.22 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 1,225,000 913,248 一般競争

102 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（什器備品等のリース調
達）

H26.10.1 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 1,842,912 一般競争

103 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（什器備品等のリース調
達）

H26.10.1 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 2,566,080 一般競争

104 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（什器備品等のリース調
達）

H26.10.1 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 653,184 一般競争

105 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（什器備品等のリース調
達）

H26.10.1 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 3,067,632 一般競争

106 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（什器備品等のリース調
達）

H26.10.1 (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 772,416 一般競争

107 個人番号プロ
ジェクト推進部

個人番号制度に係る公的個人認証サー
ビスの文書審査業務委託

H26.10.27 新日本有限責任監査法
人

東京都千代田区内幸町2-2-3 1,400,000 1,375,920 一般競争

108 個人番号プロ
ジェクト推進部

・IP通信網サービス契約約款
・IP通信網サービスに係る提供条件特約
書

H26.11.28 エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)

東京都千代田区内幸町1-1-6 13,075,920 8,197,200 一般競争

109 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（事務机等及び電話機器等
のリース調達）

H26.12.1 日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋1-3-1 1,565,000 1,292,760 一般競争

110 個人番号プロ
ジェクト推進部

中間サーバー・プラットフォーム契約書 H26.12.12 ・(株)ＪＥＣＣ
・日本電気（株）

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都港区芝5-7-1

22,700,000,000 19,980,000,000 一般競争

111 個人番号プロ
ジェクト推進部

個人番号カード交付申請書受付・発行及
び発行管理業務等

H27.1.16 ・（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
・（株）DNPデータテクノ
・凸版印刷（株）

・東京都江東区豊洲3-3-3
・埼玉県蕨市錦町4-5-1
・東京都文京区水道1-3-3

5,944,000,000 5,836,464,000 一般競争

112 個人番号プロ
ジェクト推進部

・IP通信網サービス契約約款
・IP通信網サービスに係る提供条件特約
書

H27.2.10 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 24,700,000 7,827,250 一般競争

113 個人番号プロ
ジェクト推進部

通知カード及び個人番号カード交付申請
書等作成業務

H27.3.20 独立行政法人国立印刷
局

東京都港区虎ノ門2-2-5 8,253,016,000 単価契約(予定総
額8,171,804,235)

随意契約 (2)オ

114 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（個人番号付番等に係る
ネットワーク機器等のリース調達）

H27.3.30 日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋1-3-1 6,629,040 一般競争

115 個人番号プロ
ジェクト推進部

リース契約書（個人番号付番等に係る
ネットワーク機器等のリース調達）

H27.3.30 日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋1-3-1 6,629,040 一般競争

（※）　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。

14,351,360

11,632,000
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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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