
平成28年度契約実績の公表

1 情報化支援戦
略部

「地方自治情報化推進フェア2016」に係る
企画・設営・ 運営業務

H28.4.7 (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 69,111,878
(会場借上料を

含む)

57,963,038
(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・ウェブサイト改ざ
ん検知業務

H28.4.15 (株)インフォセック 東京都港区芝公園4-1-4 8,000,000 5,264,196 一般競争

3 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

H28.5.10 ジャパン・ビジネス・サプライ(株) 東京都千代田区東神田1-4-1 2,900,000 単価契約
(予定総額
2,479,896)

一般競争

4 情報化支援戦
略部

情報セキュリティインシデント対応訓練
ツール作成業務

H28.9.23 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 5,850,000 4,860,000 一般競争

5 管理部総務課 平成28年度印刷製本業務 H28.4.1 (株)三州社 東京都港区芝大門1-1-21 6,700,000 単価契約
(予定総額
6,571,165)

一般競争

6 管理部総務課 平成28年度梱包・発送等業務 H28.4.1 (株)マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 1,760,000 単価契約
(予定総額
1,604,200)

一般競争

7 管理部総務課 平成28年度コピー用紙の購入 H28.4.1 レスター工業(株) 東京都渋谷区恵比寿西2-20-8-410 1,340,000 単価契約
(予定総額
1,296,500）

一般競争

8 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H29.3.30 大和リビングマネジメント（株） 東京江東区有明3-7-18 3,478,674 2,791,283 随意契約 (2)ア

9 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H29.3.31 イシイ建物管理（株） 東京都小金井市緑町2-6-13 3,478,674 2,580,037 随意契約 (2)ア

10 研究開発部 「証明書交付センター運営業務委託(平成
28年度)」委託契約

H28.4.1 ・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

367,370,111 338,385,600 随意契約 (2)キ

随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

11 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）

H28.4.1 ・(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

49,730,000 49,636,800 随意契約 (2)キ

12 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28年度)」委託契約

H28.4.1 ・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

40,412,968 36,093,600 随意契約 (2)キ

13 研究開発部 個人番号カード対応証明書交付センター
用データセンター賃貸借契約

H28.4.1 17,625,600 17,625,600 随意契約 (2)ア

14 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」の運営業務委託（請負）

H28.4.1 (一財)西宮市都市整備公社 兵庫県西宮市西宮浜1-31 16,421,000 16,411,377 随意契約 (2)キ

15 研究開発部 地方公会計向け前提ミドルウェア用ダウ
ンロードサイト運用・保守業務委託

H28.4.22 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 13,002,660 12,994,344 随意契約 (2)キ

16 研究開発部 平成２８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

H28.6.6 (株)情報通信総合研究所 東京都中央区人形町2-14-10 14,580,000 12,995,852 一般競争

17 研究開発部 「個人番号カードアプリケーション搭載シ
ステムの団体等保守サポート(平成28年
度)」委託契約

H28.10.5 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 31,278,852 28,512,000 随意契約 (2)キ

18 研究開発部 コンビニ交付の基盤活用及び運用改善新
システムにおける証明書交付センター用
機器等の賃貸借

H28.10.5 ・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

2,920,000 1,954,310 一般競争

19 教育研修部 平成28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

H28.6.7 (株)ネットラーニング 東京都新宿区西新宿7-2-4 43,000,000 24,624,000 一般競争

※

※NO.20と

一括調達
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

20 教育研修部 平成28年度「専門ｅラーニング事業」業務 H28.6.7 (株)ネットラーニング 東京都新宿区西新宿7-2-4 5,400,000 一般競争

21 情報処理部 軽自動車検査情報提供 H28.3.11 (一社)全国軽自動車協会連合会 東京都港区芝大門1-1-30 68,495,832 単価契約
(予定総額

68,495,832)

随意契約 (2)オ

22 情報処理部 情報処理業務システム稼働維持 H28.3.29 (株)日立製作所 東京都品川区南大井6-23-1 23,492,462 22,032,000 随意契約 (2)キ

23 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

H28.3.30 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 13,796,244 12,088,440 随意契約 (2)キ

24 情報処理部 自動車登録情報提供 H28.3.30 （一財）自動車検査登録情報協会 東京都千代田区岩本町3-11-6 128,881,034 単価契約
(予定総額

128,881,034)

随意契約 (2)オ

25 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ム維持保守に係る業務

H28.4.1 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 25,511,112 24,840,000 随意契約 (2)キ

26 情報処理部 平成28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

H28.5.25 (株)日立公共システム 東京都江東区東陽2-4-18 1,416,771 1,364,040 随意契約 (2)キ

27 情報処理部 ISMS運用維持等に係る業務 H28.6.1 (株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 川崎市中原区小杉町1-403 4,752,000 4,428,000 一般競争

28 情報処理部 PC版軽油県配布システムのJavaリビジョ
ンアップ作業

H28.7.1 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,126,911 3,013,977 随意契約 (2)キ

※NO.19と

一括調達
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

29 情報処理部 軽油帳票の記載内容変更及びたばこ帳
票の計算方法修正作業

H28.8.8 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,554,532 2,473,848 随意契約 (2)キ

30 情報処理部 自動車取得税システムの改修等業務 H28.8.9 (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 39,037,561 38,188,800 随意契約 (2)キ

31 情報処理部 地方税・交付税業務サーバ等へのセキュ
リティパッチ適用作業

H28.10.12 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,273,854 3,143,620 随意契約 (2)キ

32 情報処理部 MOTAS更改による自動車登録・検査情報
のフォーマット修正作業

H28.10.17 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,286,651 2,260,483 随意契約 (2)キ

33 情報処理部 Windows10等におけるPC版軽油県配布シ
ステムの影響調査

H28.11.1 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,255,928 2,100,600 随意契約 (2)キ

34 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムのWindows更新作業

H28.11.7 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 3,707,312 3,503,520 随意契約 (2)キ

35 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムにおける過去の軽課判定結果の修正
作業

H28.12.12 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 3,029,518 2,993,760 随意契約 (2)キ

36 情報処理部 業務Webシステムにおける64bit版OS・ブ
ラウザ組合せ動作確認作業

H28.12.19 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,309,831 1,225,022 随意契約 (2)キ

37 情報処理部 Windows10等におけるPC版軽油県配布シ
ステムのインストーラ作成作業

H29.1.5 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,140,477 4,071,556 随意契約 (2)キ

38 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムのPHP更新作業

H29.1.5 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 4,163,210 4,028,400 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

39 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムのWindows特権アカウントのログイン・
ログオフアラーム通知設定作業

H29.1.23 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 3,819,480 3,628,800 随意契約 (2)キ

40 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムの平成28年度AP機能改善作業

H29.1.30 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 4,836,531 4,795,200 随意契約 (2)キ

41 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システ
ムのデータベース特権アカウントのアラー
ム通知設定作業

H29.1.31 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 4,353,254 4,212,000 随意契約 (2)キ

42 情報処理部 負荷分散装置のバージョンアップ及び分
岐用ルータ設定変更作業

H29.2.13 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,982,406 1,887,235 随意契約 (2)キ

43 情報処理部 平成29年度税制改正及びOSS申請手続
き拡大に係る自動車登録・検査情報シス
テムの改修作業

H29.2.22 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,993,937 4,971,758 随意契約 (2)キ

44 情報処理部 平成29年度税制改正に係る軽自動車検
査情報市区町村提供システムの改修作
業

H29.3.3 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 4,690,105 4,665,600 随意契約 (2)キ

45 住基庶務部 レイアウト変更工事請負契約 H28.4.20 (株)大林組 東京都港区港南2-15-2 4,644,000 4,644,000 随意契約 (2)オ

46 住基庶務部 ネットワークサービス契約 H29.1.20 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 1,300,000 1,098,792 一般競争

47 住基庶務部 本人確認情報の提供及び住民票コードの
提供状況の官報公告

H28.8.31 全国官報販売協同組合 東京都北区田端新町1-1-14 1,014,930 1,014,930 随意契約 (2)オ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

48 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

H28.3.31 ・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

49 住基システム
部

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

H28.4.1 ・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

12,750,210 11,632,410 随意契約 (2)キ

50 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統
合端末等の住基アプリ動作確認業務

H28.4.1 ・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

7,158,780 7,158,780 随意契約 (2)キ

51 住基システム
部

H28年度　情報提供ネットワークシステム
に関するテスト対応業務

H28.4.11 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 3,965,760 3,771,360 随意契約 (2)キ

52 住基システム
部

情報提供サーバのWindows Server 2012
R2対応に伴う動作確認機器の保守業務

H28.4.28 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 3,005,117 2,036,265 随意契約 (2)キ

53 住基システム
部

外部監査対象範囲拡大に向けた運用状
況確認等業務

H28.6.15 PwCあらた監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 3,880,000 3,780,000 一般競争

54 住基システム
部

平成28年度情報提供ネットワークシステ
ムに関するテスト対応２及び本番用符号
生成対応業務

H28.7.26 ・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

83,203,200 68,623,200 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

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

H28.9.5 PwCあらた有限責任監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 53,452,130 45,782,000 一般競争

56 住基システム
部

住基Windowsサーバへのパッチ適用時の
動作確認等業務

H28.10.1 ・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

11,694,618 11,160,018 随意契約 (2)キ

57 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

H28.10.14 有限責任あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1-2 22,539,964 15,999,964 一般競争

58 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステムの業
務アプリケーション改修等業務

H28.10.31 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・日本電気(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

・東京都千代田区内幸町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

437,536,080 264,403,440 随意契約 (2)キ

59 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

H28.11.21 有限責任監査法人トーマツ 東京都港区港南2-15-3 2,083,240 1,582,280 一般競争

60 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
るペネトレーションテスト

H28.12.1 (株)ケイテック 神奈川県鎌倉市大船2-19-28 4,950,000 2,228,760 一般競争

61 住基システム
部

全国センター等ペネトレーションテスト支
援

H28.12.16 ・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

4,471,200 3,591,540 随意契約 (2)キ

62 住基システム
部

マイナポータル重点監視期間の対応業務 H29.1.13 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 4,986,360 4,986,360 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

63 住基システム
部

住民基本台帳ネットワークシステムの都
道府県サーバ集約センターのシステム運
営監査

H29.1.20 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 2,374,000 1,494,000 一般競争

64 住基システム
部

マイナンバーカード等の記載事項の充実
等に関するシステム等改修業務

H29.2.6 ・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)

・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

466,560,000 466,560,000 随意契約 (2)キ

65 住基システム
部

符号取得に係わる性能情報取得機能等
開発業務

H29.3.17 ・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

33,903,360 33,388,200 随意契約 (2)キ

66 住基運用部 コールセンター運用支援業務 H28.3.31 ・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

312,478,560 291,066,210 随意契約 (2)キ

67 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムのコー
ルセンター運用業務

H28.3.31 (株)KDDIエボルバ 東京都新宿区2-3-2 36,528,084 36,250,092 随意契約 (2)キ

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

H28.4.1 ・(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

423,980,952 423,980,952 随意契約 (2)オ

69 住基運用部 業務担当者コーナー Webホスティング
サービス移行業務

H28.5.26 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 21,384,000 21,008,700 随意契約 (2)キ

70 住基運用部 住基ネットコールセンターの問合せ管理シ
ステム構築業務

H28.7.11 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 24,100,000 17,064,000 一般競争
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

71 住基運用部 住基ネットコールセンター問合せ管理シス
テム運用保守業務委託契約

H29.3.31 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 58,000,000 20,751,984 一般競争

72 住基運用部 住民基本台帳ネットワークシステムのコー
ルセンター運用業務

H28.9.30 (株)KDDIエボルバ 東京都新宿区西新宿2-3-2 105,000,000 71,202,240 一般競争

73 住基運用部 平成28年度住基コールセンター運用支援
業務（符号取得対応業務）

H28.10.25 ・富士通(株)
・日本電気（株）

・東京都港区東新橋1-5-2
・東京都港区芝5-7-1

3,838,190 3,693,600 随意契約 (2)キ

74 住基運用部 ホームページ運用支援及び専用ホスティ
ングサービス

H28.11.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 38,880,000 37,843,200 随意契約 (2)キ

75 住基運用部 東京都町田市と神奈川県相模原市との行
政境界変更対応

H28.11.30 ・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

2,430,000 2,218,590 随意契約 (2)キ

76 住基運用部 業務担当者コーナー セキュリティ強化対
応業務

H28.12.1 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,999,686 4,999,320 随意契約 (2)キ

77 住基運用部 コールセンターV18業務アプリケーションソ
フト適用サポート

H28.12.13 .・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

1,722,263 1,618,380 随意契約 (2)キ

78 住基運用部 データ送信管理データベース状況確認支
援業務

H28.12.16 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 4,471,200 4,471,200 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

79 住基運用部 全国センターWindowsサーバ、Windows端
末のセキュリティ強化対策業務

H28.12.21 ・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

6,913,350 6,099,300 随意契約 (2)キ

80 住基運用部 マイナポータル本番稼働後のネットワーク
監視強化業務

H29.1.13 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 1,173,015 1,016,668 随意契約 (2)キ

81 住基運用部 都道府県サーバ集約センター2016年度監
査支援業務

H29.1.23 (株)日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,297,238 1,080,000 随意契約 (2)キ

82 住基運用部 住民基本台帳ネットワークにおける性能
分析等業務

H29.2.3 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 2,664,090 2,430,000 随意契約 (2)キ

83 住基運用部 住基コールセンター運用支援業務（個人
番号カード関連繁忙期対応）

H29.2.20 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 2,138,400 2,138,400 随意契約 (2)キ

84 住基運用部 集約センター・ウイルスバスターバージョ
ンアップ作業及び運用端末のユーザ追
加・削除作業業務委託契約

H28.10.7 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,165,400 1,122,020 随意契約 (2)キ

85 個人番号企画
部

レイアウト変更工事請負契約書 H28.4.20 (株)大林組 東京都港区港南2-15-2 4,538,776 4,536,000 随意契約 (2)オ

86 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービスシステム　ＡＰ保守
等業務

H28.4.1 ・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

1,018,937,653 1,009,750,908 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

87 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス準拠性監査業務 H28.5.18 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 185,000,000 59,400,000 一般競争

88 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス制度研修に係るコ
ンテンツ作成等業務

H28.5.25 (株)ネットラーニング 東京都新宿区西新宿7-2-4 10,800,000 4,104,000 一般競争

89 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービスシステムセキュリ
ティ強化対策及び機能改善業務委託

H28.9.1 ・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

167,516,043 159,554,988 随意契約 (2)キ

90 個人番号公的
個人認証部

住基カードの署名用電子証明書の有効期
間満了者に向けた注意喚起等の印刷・発
送業務

H28.9.14 (株)マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 2,321,244 単価契約
(予定総額
2,257,843)

随意契約 (3)

91 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス情報セキュリティ
ガイドライン適合性確認業務

H28.11.1 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 18,780,000 18,360,000 一般競争

92 個人番号公的
個人認証部

公的個人認証サービス利用者ヘルプデス
ク運用業務委託

H28.12.12 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 26,800,000 15,906,780 一般競争

93 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
（320万枚）

H28.4.27 凸版印刷(株) 東京都文京区水道1-3-3 1,260,000,000 1,022,803,200 一般競争

94 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
（240万枚）

H28.4.27 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1-1-6 946,000,000 932,000,000 一般競争
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

95 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
（250万枚）

H28.4.27 凸版印刷(株) 東京都文京区水道1-3-3 985,000,000 916,650,000 一般競争

96 個人番号カード
部

ウイルス対策ソフト検索エンジンアップ
デート後の個人番号カード管理AP等性能
検証及びセキュリティ修正プログラム等適
用後の個人番号カード管理AP等動作確
認業務

H28.8.1 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・富士通(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ

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

3,006,290 2,089,800 随意契約 (2)オ

97 個人番号カード
部

カード有効性連携管理システムの設計・
開発等業務

H28.9.1 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-9 290,000,000 279,288,000 一般競争

98 個人番号カード
部

個人番号カードアプリケーション搭載シス
テムに係る失効情報連携機能開発

H28.9.7 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1-1-6 102,135,600 92,710,980 随意契約 (2)キ

99 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（調
達A300万枚）

H28.12.16 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 1,169,000,000 870,000,000 一般競争

100 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（調
達B300万枚）

H28.12.16 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 1,169,000,000 870,000,000 一般競争

101 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
に係る作業委託

H29.2.2 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・富士通（株）

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

21,500,640 20,019,636 随意契約 (2)キ

102 個人番号カード
部

カード有効性連携管理システムに関する
付帯設備設置等業務

H29.2.2 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 10,044,000 10,044,000 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

103 個人番号カード
部

マイナンバーカード交付の安定化に係る
システム設計・開発等業務

H29.2.6 ・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
・富士通（株）

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

21,318,228 21,318,228 随意契約 (2)キ

104 個人番号カード
部

マイナンバーカードの円滑な交付のため
の基盤整備に対応したネットワーク環境
整備等業務

H29.2.6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 103,900,000 101,919,600 随意契約 (2)キ

105 個人番号カード
部

カード発行管理システムの改善に伴うシ
ステム改修作業及び付帯作業業務委託

H29.3.8 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
・(株)日立製作所
・(株)エヌ・ティ・ティ・データ
・富士通（株）

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

69,452,875 69,398,830 随意契約 (2)キ

106 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
に係る機器・ソフトウェア賃貸借等契約書

H29.3.9 ・(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

21,000,000 20,933,977 随意契約 (2)キ

107 個人番号カード
部

個人番号カード管理システムの運用に係
る危機管理規程に基づくリスクアセスメン
ト及び緊急時対応計画等業務

H29.3.9 (株)ケイテック 神奈川県鎌倉市大船2-19-28 18,800,000 5,896,800 一般競争

108 個人番号カード
部

カード発行管理システムの運用に伴う現
行機能改修及び付帯作業等業務委託

H29.3.16 ・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
・富士通（株）

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

7,276,495 5,555,349 随意契約 (2)キ

109 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
の有効性システム連携機能開発等業務

H29.3.22 ・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
・富士通（株）

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

128,921,760 93,636,972 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

110 個人番号カード
部

個人番号カード管理システムの運用に係
る政府統一基準に基づく検証及び助言型
監査業務

H29.3.27 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区霞が関3-2-5 19,300,000 13,824,000 一般競争

111 個人番号中間
サーバー部

自治体中間サーバー・ソフトウェア保守等
調整支援業務

H28.4.1 (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 48,000,000 43,416,000 随意契約 (2)キ

112 個人番号中間
サーバー部

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

H28.6.1 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 354,969,000 354,969,000 随意契約 (2)キ

113 個人番号中間
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

H28.10.14 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 11,600,000 9,936,000 一般競争

114 個人番号中間
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診断等業務

H28.10.14 (株）アズジェント 東京都中央区明石町6-4 11,300,000 2,419,200 一般競争

115 LGWAN全国セ
ンター

平成28年度総合行政ネットワークにおけ
る技術支援業務

H28.4.1 ・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)

・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

35,769,600 33,123,600 随意契約 (2)キ

116 LGWAN全国セ
ンター

平成28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

H28.4.1 ・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)

・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

22,896,000 19,872,000 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

117 LGWAN全国セ
ンター

ネットワーク相互接続に関する研究 H28.4.1 慶應義塾大学 神奈川県藤沢市遠藤5322 5,328,180 5,184,000 随意契約 (5)

118 LGWAN全国セ
ンター

次期LGWAN整備計画の策定支援業務 H28.5.13 （株）三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 64,800,000 51,840,000 一般競争

119 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤のアプリケー
ション認証局におけるWebTrust保証業務
並びに総合行政ネットワーク及び地方公
共団体組織認証基盤の運営に関する準
拠性監査業務

H28.7.21 有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3-3-1 47,520,000 29,129,000 指名競争

120 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)にお
けるOCSPレスポンダサーバの構築等業
務

H28.7.25 ・日本電気(株)
・(株)日立製作所
・富士通(株)
・ネットワンシステムズ(株)

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

53,904,266 52,236,900 随意契約 (2)キ

121 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークの改修（不正通信監
視及びSOC機能追加）に係る業務

H28.9.2 ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2 15,660,621 14,628,600 随意契約 (2)キ

122 LGWAN全国セ
ンター

LGWAN接続ルータ検証作業業務 H28.9.9 ソフトバンク(株) 東京都港区東新橋1-9-1 4,347,653 3,780,000 随意契約 (2)キ

123 LGWAN全国セ
ンター

全国NOC機器へのソフトウェア導入業務 H28.11.8 富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 4,783,600 4,276,800 随意契約 (2)キ

124 LGWAN全国セ
ンター

アップデートの自動化設定業務 H28.11.8 日本電気(株) 東京都港区芝5-7-1 1,989,721 1,788,480 随意契約 (2)キ

125 LGWAN全国セ
ンター

ファイアウォール等の設定変更業務 H28.11.8 ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2 2,335,726 2,099,520 随意契約 (2)キ
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随意契約とした
理由(注)

予定価格
(円)

契約金額
(円)

契約の種別契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地担当部署 契約名称No. 契約締結日

126 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークのセキュリティ強化
対策機器の賃貸借等

H28.11.16 (株)JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 23,652,000 19,759,896 一般競争

127 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤のアプリケー
ション認証局におけるWebTrust保証業務
及び地方公共団体組織認証基盤の運営
に関する準拠性監査業務

H28.12.5 PwCあらた有限責任監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 22,693,413 21,600,000 随意契約 (3)

128 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)にお
けるアプリケーション認証局（APCAG4）構
築業務

H28.12.26 ・日本電気(株)
・(株)日立製作所
・富士通(株)
・ネットワンシステムズ(株)

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

9,344,020 9,072,000 随意契約 (2)キ

129 LGWAN全国セ
ンター

副本初期登録に向けたネットワーク監視
強化等対応業務

H29.1.20 ソフトバンク(株) 東京都港区東新橋1-9-1 3,345,111 3,240,000 随意契約 (2)キ

130 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークの不正通信監視及
びSOC 機能（LGWAN-SOC）の運用業務
に係る業務

H29.1.25 ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2 6,583,092 5,983,200 随意契約 (2)キ

131 LGWAN全国セ
ンター

UPSバッテリー交換業務 H29.2.1 ソフトバンク(株) 東京都港区東新橋1-9-1 3,192,588 2,673,216 随意契約 (2)キ

（※）　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

「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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