
平成29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2017」に係る
企画・設営・ 運営業務

H29.3.31 （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 52,634,000 43,514,280 一般競争

2 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

H29.5.10 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 2,650,000 単価契約
(予定総額
2,364,670)

一般競争

3 情報化支援戦
略部

展示ホール賃貸借契約 H29.9.7 （株）東京ビックサイト 東京都江東区有明3-11-1 14,126,400 14,126,400 随意契約 (2)ア

4 情報化支援戦
略部

第二GSOC対応に係る機器設定等業務委
託

H29.9.5 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
・日本電気（株）
・（株）日立製作所

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

3,769,070 3,366,495 随意契約 (2)オ

5 情報化支援戦
略部

JPKIネットワーク室への光ケーブル敷設工
事業務委託

H29.9.6 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 1,805,625 1,480,680 随意契約 (2)オ

6 情報化支援戦
略部

脆弱性セルフ診断ツール作成業務委託 H29.10.11 (株)電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 4,536,000 2,898,720 一般競争

7 情報化支援戦
略部

「月刊J-LIS」の作成に係る業務 H30.1.10 （株）ぎょうせい 東京都江東区新木場1-18-11 39,392,000 単価契約
（予定総額

32,056,560）

一般競争

8 情報化支援戦
略部

LGWAN-ASPによる地方公共団体との情
報共有サービス

H30.2.8 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

6,065,280 972,000 一般競争

9 管理部総務課 平成29年度印刷製本業務 H29.4.1 （株）ワコー 東京都千代田区神田神保町1-62 6,702,000 単価契約
(予定総額
4,887,166）

一般競争

10 管理部総務課 平成29年度梱包・発送等業務 H29.4.1 （株）マルテックス 東京都大田区京浜島1-2-6 1,886,000 単価契約
(予定総額
1,521,200）

一般競争

11 管理部総務課 平成29年度コピー用紙の購入 H29.4.1 西ノ宮（株） 東京都千代田区内神田1-14-5 1,339,000 単価契約
(予定総額
1,280,000）

一般競争

12 管理部総務課 電話交換機の更改及び賃貸借等業務 H29.12.22 ・東日本電信電話（株）
・ＮＴＴファイナンス（株）

・東京都港区港南1-9-1
・東京都港区港南1-2-70

10,106,000 4,906,656 一般競争

13 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H30.2.23 （株）宇田川企画 東京都江戸川区船堀7-2-3 3,478,674 2,092,098 随意契約 (2)ア
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14 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H30.2.27 3,478,674 2,141,236 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） H30.3.16 3,478,674 1,839,464 随意契約 (2)ア

16 管理部総務課 賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H30.3.20 3,478,674 2,328,362 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） H30.3.20 3,478,674 2,170,088 随意契約 (2)ア

18 管理部総務課 住宅賃貸借契約（派遣職員の宿舎） H30.3.20 3,478,674 2,050,313 随意契約 (2)ア

19 研究開発部 「証明書交付センター運営業務委託(平成
29年度)」委託契約

H29.3.31 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
・日本電気（株）

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都港区芝5-7-1

596,432,074 543,024,000 随意契約 (2)キ

20 研究開発部 「個人番号カードアプリケーション搭載シス
テムの運用（平成29年度）」委託契約

H29.3.31 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区内幸町1-1-6 57,613,010 52,228,800 随意契約 (2)キ

21 研究開発部 「個人番号カードアプリケーション搭載シス
テムの保守サポート(平成29年度)」委託契
約

H29.3.31 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区内幸町1-1-6 31,467,744 28,900,800 随意契約 (2)キ

22 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

H29.3.31 19,828,800 19,828,800 随意契約 (2)ア

23 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

H29.3.31 ・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

16,416,204 16,416,204 随意契約 (2)キ

24 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）

H29.4.1 （一財）西宮市都市整備公社 兵庫県西宮市西宮浜1-31 15,193,000 15,093,777 随意契約 (2)キ

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）

H29.4.3 ・（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

42,508,154 41,310,000 随意契約 (2)キ

26 研究開発部 子育てワンストップサービスにおける証明
書交付センター用機器等の賃貸借契約

H29.5.23 ・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

7,100,000 5,481,360 一般競争

27 研究開発部 証明書交付センターの保証型監査に係る
事前整理業務委託契約書

H29.9.26 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 11,530,000 9,720,000 一般競争

※

個人のため公表しない

個人のため公表しない

個人のため公表しない

個人のため公表しない

個人のため公表しない
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28 教育研修部 平成29年度専門ｅラーニング事業業務 H29.6.1 （株）富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34 7,746,948 随意契約 (6)

29 教育研修部 平成29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

H29.6.1 （株）富士通ラーニングメディア 東京都港区港南2-13-34 34,373,052 随意契約 (6)

30 情報処理部 情報処理業務システム稼働維持 H29.3.22 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 23,692,910 22,032,000 随意契約 (2)キ

31 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

H29.3.27 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 27,526,370 24,840,000 随意契約 (2)キ

32 情報処理部 軽自動車検査情報提供 H29.3.27 （一社）全国軽自動車協会連合会 東京都港区芝大門1-1-30 70,787,274 単価契約
(予定総額

70,787,274)

随意契約 (2)オ

33 情報処理部 たばこ流通情報管理システムにおける道
府県たばこ税の伝票入力作業

H29.3.30 （株）アイフィスジャパン 東京都千代田区西神田3-1-6 2,630,000 単価契約
（予定総額）

2,147,537

一般競争

34 情報処理部 たばこ流通情報管理システムにおける道
府県たばこ税の伝票入力結果の照合作業

H29.3.30 （株）マイクロフィッシュ 東京都千代田区三崎町1-1-1 2,680,000 単価契約
（予定総額）

1,657,207

一般競争

35 情報処理部 自動車登録情報提供 H29.3.31 （一財）自動車検査登録情報協会 東京都千代田区岩本町3-11-6 127,077,551 単価契約
(予定総額

127,077,551)

随意契約 (2)オ

36 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

H29.3.31 富士通（株） 東京都港区東新橋1-5-2 14,055,228 12,088,440 随意契約 (2)キ

37 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システム
のHULFT-WEBFT更新作業

H29.4.20 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 1,549,378 1,490,400 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JC08燃費値空欄及び手続完了取扱日
2016年度以前分の軽課判定機能改修対
応業務

H29.4.25 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区内幸町1-1-6 2,752,073 2,721,600 随意契約 (2)キ

39 情報処理部 平成29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

H29.5.24 （株）日立公共システム 東京都江東区東陽2-4-18 1,413,839 1,364,040 随意契約 (2)キ

40 情報処理部 ログの定期分析、操作履歴等管理システ
ムの機器及びソフトウェアの賃貸借等

H29.6.1 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 95,328,758 81,044,610 一般競争

42,120,000
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41 情報処理部 交付税ファイルサーバのディスク増設に伴
う構築作業

H29.6.13 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,484,939 2,427,926 随意契約 (2)キ

42 情報処理部 情報処理部基幹システムの現状調査等業
務

H29.7.21 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,972,766 4,872,960 随意契約 (2)キ

43 情報処理部 情報処理部基幹システムの機器更改に係
る基本構成策定等業務

H29.9.4 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,794,031 4,570,560 随意契約 (2)キ

44 情報処理部 アクセスチェックシステム導入に伴うユー
ザID整理及びネットワーク設定変更作業

H29.9.8 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,977,874 3,600,028 随意契約 (2)キ

45 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システム
の受信ジャーナルファイル保管管理の変
更対応業務

H29.9.13 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 2,014,165 1,749,600 随意契約 (2)キ

46 情報処理部 PC及びサーバのセキュリティパッチ適用作
業に係る業務

H29.10.11 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,745,674 4,566,888 随意契約 (2)キ

47 情報処理部 PC版軽油県配布システムのJava及び
Tomcatリビジョンアップ作業

H29.11.14 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,879,921 1,814,702 随意契約 (2)キ

48 情報処理部 平成29年度軽油流通情報管理システム改
修業務

H29.11.15 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,922,775 4,872,096 随意契約 (2)キ

49 情報処理部 JP1監視システム及びファイアウォールの
設定変更作業に係る業務

H29.11.27 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,342,784 2,976,177 随意契約 (2)キ

50 情報処理部 情報処理部基幹システムの機器更改に係
る基本設計等業務

H29.12.8 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 60,845,321 58,514,724 随意契約 (2)キ

51 情報処理部 uCosminexus脆弱性対応及びLGWAN用負
荷分散装置/WAFのSSL証明書更新作業
に係る業務

H29.12.15 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 2,887,315 2,846,534 随意契約 (2)キ

52 情報処理部 軽自動車検査情報市区町村提供システム
のWLTC重課判定追加対応及び原動機型
式の桁数変更対応に係る業務

H30.2.9 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 4,834,091 4,665,600 随意契約 (2)キ

53 情報処理部 自動車登録・検査情報システムの平成30
年度システム改修業務

H30.3.5 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 4,966,096 4,834,296 随意契約 (2)キ

54 住基全国セン
ター庶務部

Windows10端末機器等の賃貸借 H29.6.28 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 5,724,000 4,425,840 一般競争

55 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
提供状況の官報公告

H29.8.31 全国官報販売協同組合 東京都北区田端新町1-1-14 1,384,240 1,384,240 随意契約 (2)オ
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56 住基全国セン
ター庶務部

住基ネット次期機器更改対応に係る開発
用機器の賃貸借

H29.11.7 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 27,732,067 27,280,800 一般競争

57 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
フトウェア保守業務

H29.3.31 ・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

58 住基全国セン
ターシステム部

セキュリティ更新プログラム適用に関する
動作確認業務

H29.3.31 ・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

22,285,935 19,642,095 随意契約 (2)キ

59 住基全国セン
ターシステム部

検索エンジン性能評価等業務 H29.3.31 ・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

1,895,400 1,690,551 随意契約 (2)キ

60 住基全国セン
ターシステム部

平成29年度情報連携に係わる符号生成対
応業務

H29.4.7 ・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

16,329,600 15,863,040 随意契約 (2)キ

61 住基全国セン
ターシステム部

住民基本台帳ネットワークシステムの市区
町村のシステム運営監査

H29.6.12 PwCあらた有限責任監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 76,300,000 60,510,000 一般競争

62 住基全国セン
ターシステム部

Windows10対応に係る動作確認等業務 H29.10.20 ・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

50,568,300 49,698,360 随意契約 (2)キ

63 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
府県サーバ集約センターのシステム運営
監査

H29.11.6 有限責任監査法人トーマツ 東京都港区港南2-15-3 1,912,240 1,733,100 一般競争

64 住基全国セン
ターシステム部

Windows Server 2016対応に係る動作確認
等支援業務

H29.11.7 ・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

49,562,280 48,230,640 随意契約 (2)キ

65 住基全国セン
ターシステム部

市町村用機器の保守業務 H29.11.15 富士通（株） 東京都港区東新橋1-5-2 1,739,653 1,723,680 随意契約 (2)キ

66 住基全国セン
ターシステム部

関係省庁用機器の保守業務 H29.11.15 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 1,77,7865 1,229,904 随意契約 (2)キ

67 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 H29.12.5 （株）ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9 11,800,000 2,365,200 一般競争

68 住基全国セン
ターシステム部

全国センター等ペネトレーションテスト支援 H29.12.5 ・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

4,374,000 3,348,540 随意契約 (2)キ
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69 住基全国セン
ターシステム部

住民基本台帳ネットワークシステムの業務
アプリケーション改修等業務

H29.12.28 ・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

216,940,680 153,128,880 随意契約 (2)キ

70 住基全国セン
ターシステム部

Windows10対応に係る非互換対応業務 H30.1.31 ・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）

・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

40,921,200 26,555,040 随意契約 (2)キ

71 住基全国セン
ターシステム部

住基全国センターの機構処理事務に係る
助言型情報セキュリティ監査

H30.3.5 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 3,882,384 3,564,000 随意契約 (4)

72 住基全国セン
ターシステム部

Windows Server 2016対応に係る非互換対
応業務

H30.3.7 ・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

34,797,600 20,480,040 随意契約 (2)キ

73 住基全国セン
ターシステム部

都道府県及び関係省庁向け業務アプリ
ケーション開発用機器の調達

H30.3.28 日本電気（株） 東京都港区東新橋1-5-2 23,270,338 20,785,680 一般競争

74 住基全国セン
ターシステム部

市町村向け業務アプリケーション開発用機
器の調達

H30.3.28 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 12,204,000 10,597,716 一般競争

75 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
る都道府県サーバ集約センターの運用監
視等業務

H29.3.31 ・（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

76 住基全国セン
ター運用部

コールセンター運用支援業務 H29.3.31 ・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

275,763,690 260,785,170 随意契約 (2)キ

77 住基全国セン
ター運用部

住基ネットコールセンター運用支援業務
(実機検証)

H29.9.22 ・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

2,138,400 2,138,400 随意契約 (2)キ

78 住基全国セン
ター運用部

提供ログ蓄積サーバの未利用の領域の割
当変更作業

H29.12.18 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 3,645,000 3,202,740 随意契約 (2)キ

79 住基全国セン
ター運用部

Oracle REDOログに係る領域拡張業務 H29.12.18 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 2,026,620 1,846,800 随意契約 (2)キ

80 住基全国セン
ター運用部

都道府県サーバ集約センター2017年度監
査支援業務

H29.12.25 （株）日立製作所 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,636,617 1,080,000 随意契約 (2)キ

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における土
日のサービス提供に伴う導入作業

H29.12.26 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 4,665,600 4,027,980 随意契約 (2)キ

82 住基全国セン
ター運用部

問合せ管理システム機能改修業務 H30.2.13 富士通（株） 東京都港区東新橋1-5-2 1,336,500 1,315,440 随意契約 (2)キ
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83 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
ティ強化対策及び利用者クライアントソフト
改修（Java9対応）業務委託

H29.4.3 ・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

174,468,621 164,196,720 随意契約 (2)キ

84 個人番号セン
ター公的個人
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

H29.9.7 （株）大幹ビジネスサービス 東京都世田谷区尾山台2-11-9 1,950,000 単価契約
(予定総額
1,091,372)

一般競争

85 個人番号セン
ター公的個人
認証部

公的個人認証サービス次期システム検討
支援業務

H29.10.2 ・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

22,711,500 19,440,000 随意契約 (2)キ

86 個人番号セン
ター公的個人
認証部

Windows版ICカードリーダライタ適合性検
証ツール改修業務

H30.2.23 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
・（株）日立製作所

・東京都千代田区内幸町1-1-6
・東京都千代田区丸の内1-6-6

22,165,347 16,200,000 随意契約 (2)キ

87 個人番号セン
ター個人番号
カード部

賃貸借契約書（カード有効性連携管理シス
テム付帯設備等一式賃貸借）

H29.2.2 ・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

11,008,872 11,008,872 随意契約 (2)キ

88 個人番号セン
ター個人番号
カード部

個人番号カード管理・発行委託システムに
係る機器・ソフトウェア賃貸借等契約書

H29.2.6 ・（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

37,020,080 35,263,830 随意契約 (2)キ

89 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード交付安定化における監視環境の独
立化に伴うハード・ソフト等賃貸借等契約
書

H29.3.3 ・（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

161,164,212 117,184,590 随意契約 (2)キ

90 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード有効性連携管理システムに関する
機器賃貸借等契約書

H29.3.8 ・（株）JECC
・富士通（株）

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都港区東新橋1-5-2

490,000,000 452,010,240 随意契約 (6)

91 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード有効性情報提供システムの構築に
伴う連携サーバー等のハード・ソフト等賃
貸借等契約書

H29.3.8 ・（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
・東京都千代田区内幸町1-1-6

73,876,140 61,433,584 随意契約 (2)キ

92 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード有効性Ｗｅｂ照会サービス開発等業
務

H29.4.3 （株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島3-1-21 484,000,000 105,045,120 一般競争

93 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード有効性連携管理システムに係る通
知カード製造番号の連携業務

H29.5.18 （独）国立印刷局 東京都港区虎ノ門2-2-5 54,158,544 50,696,550 随意契約 (2)キ

94 個人番号セン
ター個人番号
カード部

カード交付安定化における監視環境の独
立化に伴うハード・ソフト等保守契約書

H29.12.8 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 87,383,076 74,617,719 随意契約 (2)キ

95 個人番号セン
ター個人番号
カード部

有効性連携管理機能回線冗長化対応に
関する機器賃貸借等契約書

H30.2.22 ・（株）JECC
・富士通（株）

・東京都千代田区丸の内3-4-1
・東京都港区東新橋1-5-2

2,553,606 2,238,332 随意契約 (2)キ

96 個人番号セン
ター中間サー
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

H29.3.31 （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 43,416,000 28,641,600 随意契約 (2)キ

97 個人番号セン
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

H29.6.19 （株）ケイテック 神奈川県鎌倉市大船2-19-28 12,000,000 3,888,000 一般競争
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98 個人番号セン
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
検証環境構築業務

H29.7.14 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 66,690,000 57,299,000 随意契約 (2)キ

99 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機器及びソ
フトウェアの賃貸借等

H28.8.5 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 130,680,000 121,720,320 一般競争

100 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワーク全国センター・ヘル
プデスク業務

H28.12.20 （株）KDDIエボルバ 東京都新宿区西新宿2-3-2 27,000,000 18,490,140 一般競争

101 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

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 99,360,000 99,241,200 一般競争

102 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

H29.3.31 NECフィールディング（株） 東京都港区芝浦4-9-25 54,000,000 41,847,840 一般競争

103 LGWAN全国セ
ンター

平成29年度総合行政ネットワークにおける
技術支援業務

H29.3.31 ・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

34,525,656 33,372,000 随意契約 (2)キ

104 LGWAN全国セ
ンター

第四次総合行政ネットワーク整備実施管
理等業務

H29.3.31 （株）三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 26,912,477 24,468,480 随意契約 (2)キ

105 LGWAN全国セ
ンター

平成29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

H29.3.31 ・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

23,993,442 22,140,000 随意契約 (2)キ

106 LGWAN全国セ
ンター

ネットワーク相互接続に関する研究 H29.3.31 慶應義塾大学 神奈川県藤沢市遠藤5322 5,227,200 5,184,000 随意契約 (2)キ

107 LGWAN全国セ
ンター

UPSバッテリー交換業務 H29.3.31 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 1,920,575 1,747,872 随意契約 (2)キ

108 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

H29.3.31 ネットワンシステムズ（株） 東京都千代田区丸の内2-7-2 78,997,110 71,798,400 随意契約 (2)キ

109 LGWAN全国セ
ンター

情報連携に関するテスト対応等業務 H29.5.10 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 4,446,446 3,834,000 随意契約 (2)キ

110 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

H29.7.5 PwCあらた有限責任監査法人 東京都中央区銀座8-21-1 39,871,656 39,636,000 随意契約 (2)キ

111 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）にお
ける機器更新に係る機器の借入、保守等

H29.7.14 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 21,060,000 17,126,640 一般競争
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契約締結日 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.
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

112 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークの地方公共団体組
織認証基盤における新規機器の導入等に
伴う業務

H29.7.19 ・日本電気（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1-6-6

19,872,896 19,224,000 随意契約 (2)キ

113 LGWAN全国セ
ンター

第四次総合行政ネットワークの構築及び
運用業務

H29.7.26 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 5,532,483,600 2,829,589,200 一般競争

114 LGWAN全国セ
ンター

都道府県ノード従系回線設定変更業務 H29.8.18 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 4,082,146 3,186,000 随意契約 (2)キ

115 LGWAN全国セ
ンター

相互接続セグメントファイアウォール構築
業務

H29.8.28 ネットワンシステムズ（株） 東京都千代田区丸の内2-7-2 3,085,474 2,907,900 随意契約 (2)キ

116 LGWAN全国セ
ンター

相互接続回線増速に伴う接続ルータ交換
業務

H29.9.20 ネットワンシステムズ（株） 東京都千代田区丸の内2-7-2 2,780,633 2,713,500 随意契約 (2)キ

117 LGWAN全国セ
ンター

第三次LGWAN整備事業における全国
NOC相互接続セグメント内通信機器の借
入及び保守等

H29.9.25 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 14,946,631 13,761,960 随意契約 (3)

118 LGWAN全国セ
ンター

都道府県ノード切替わり時における継続断
発生拠点の調査業務

H29.10.10 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 4,986,095 4,957,200 随意契約 (2)キ

119 LGWAN全国セ
ンター

政府共通ネットワーク用通信役務 H29.11.17 沖電気工業（株） 東京都港区芝4-10-16 5,634,144 5,634,144 随意契約 (2)オ

120 LGWAN全国セ
ンター

総合行政ネットワークの地方公共団体組
織認証基盤における新技術審査環境の新
規一部機器導入等に伴う業務

H29.11.21 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 2,330,499 1,404,000 随意契約 (2)キ

121 LGWAN全国セ
ンター

ウィルス対策ソフトウェア更新 H29.11.29 富士通（株） 東京都港区東新橋1-5-2 1,061,424 1,024,920 随意契約 (2)キ

122 LGWAN全国セ
ンター

第四次LGWAN移行に係る第三次LGWAN
対応業務

H30.1.10 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1-9-1 4,988,768 4,968,000 随意契約 (2)キ

123 LGWAN全国セ
ンター

暗号化通信用等証明書に係る認証局の更
改業務（要件定義）

H30.1.26 日本電気（株） 東京都港区芝5-7-1 8,558,637 7,838,208 随意契約 (2)キ

124 LGWAN全国セ
ンター

LGWANメール利用に伴うLGWANの全国
NOCの設定変更対応業務

H30.1.31 ネットワンシステムズ（株） 東京都千代田区丸の内2-7-2 3,418,826 2,818,800 随意契約 (2)キ

125 LGWAN全国セ
ンター

地方公共団体組織認証基盤の構築及び
運用業務

H30.2.13 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 1,836,000,000 968,760,000 企画競争

126 LGWAN全国セ
ンター

LG.JPドメイン名のWeb対話型申請イン
ターフェースの提供に関する契約

H30.3.7 （株）日本レジストリサービス 東京都千代田区西神田3-8-1 42,252,200 37,152,000 随意契約 (2)カ

（※）　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

10


