随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

1

会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
機関誌「企業年金」の校正及び原稿
契約担当役 沼田達也
作成に係る業務委託
東京都港区芝公園2-4-1

2

機関誌「企業年金」のﾃﾞｻﾞｲﾝ・DTP、 会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
印刷・製本及び発送等の業務に係る 契約担当役 沼田達也
業務委託
東京都港区芝公園2-4-1

3

確定拠出年金等に係る業務委託

会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

確定拠出年金等に係る業務委託

会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

4

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年4月1日

㈱社会保険研究所
代表取締役 鈴木俊一
東京都千代田区内神田2-15-9

同社は過去に当該機関誌の制作・
販売を行っていた実績があり、同
誌の内容について理解度が深いこ
2,502,000
と等同社以外に安定した業務を履
（見込額）
行できる業者がないことから、連合
会会計規程第56条第1項に該当す
るため。

令和3年4月1日

㈱芳林社
代表取締役 川上一郎
東京都新宿区新宿2-15-24

同社は平成23年5月より当該業務
を受託しており、実績等を総合的に
8,167,500 勘案し、同社と更新契約を行うこと
（見込額） が最も合理的であると考えられるこ
とから、連合会会計規程第56条第
1項に該当するため。

令和3年4月1日

㈱オフィス・リベルタス
代表取締役 大江 英樹
東京都中央区銀座7-13-5

同社は、確定拠出年金制度等につ
いて高度な知見を有しており、連合
1,628,000
会業務に不可欠であることから、連
（見込額）
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年4月1日

㈱山崎兄弟社
代表取締役 山崎 俊輔
東京都新宿区新小川町6-18アトラ
ス江戸川909

同社は、確定拠出年金制度等につ
いて高度な知見を有しており、連合
2,400,200
会業務に不可欠であることから、連
（見込額）
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

5

年金ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
令和3年度 ｼｽﾃﾑ運営管理支援業
契約担当役 沼田達也
務の契約
東京都港区芝公園2-4-1

6

年金ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
令和3年度年金通算ｼｽﾃﾑの開発に
契約担当役 沼田達也
係る要件整理作業の契約
東京都港区芝公園2-4-1

7

8

帳票印刷ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞに関するWAN
回線増設

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

令和3年度返還額算定 電子計算機 数理部
組織運用管理業務に係る業務委託 契約担当役 沼田達也
契約
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年3月30日

ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
代表取締役 矢部 剛
東京都大田区浦田5-37-1

同社は、連合会業務及び現行ｼｽﾃ
ﾑに精通しており、同社以外に安定
92,400,000 したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。

令和3年3月31日

㈱日立製作所
執行役社長 東原 敏昭
東京都品川区南大井6-23-1

既存システムの改修となることか
ら、当該システムの開発業者であり
同システムを熟知している同社へ
21,907,600
の委託が最も合理的であると考
え、連合会会計規程第56条1項に
該当するため。

令和3年4月9日

令和3年4月1日

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
公共ｼｽﾃﾑ事業部
東京都千代田区富士見2-10-2

㈱日立社会情報ｻｰﾋﾞｽ
代表取締役取締役社長 松谷淳
代理人公共営業第1部部長 永瀬
正直
東京都江東区東陽2-4-18

本件は、現在利用中のWAN回線へ
の追加収容となるため、既存の
WAN回線の運用・保守を実施して
2,741,860
いる同社以外では実施が困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。
本件は、業務の履行に際し高度な
専門的知識・技術のほか現行ｼｽﾃ
ﾑに精通していることが必要とされ
ており、本業務につき、それらが備
21,120,000 わっている同社から他社に委譲し
た場合、安定したｻﾎﾟｰﾄを受けるこ
とが困難であることから、連合会会
計規程第56条第1項に該当するた
め。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

9

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

DI推進部
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化ｲﾝﾌﾗ検討支援の実施及び
契約担当役 沼田達也
業務委託
東京都港区芝公園2-4-1

返還額算定ｼｽﾃﾑおよび特例額算定 数理部
10 ｼｽﾃﾑの運用ｻﾎﾟｰﾄに係る業務委託 契約担当役 沼田達也
（令和3年度）
東京都港区芝公園2-4-1

数理部
数理計算ｼｽﾃﾑに係る保守の業務委
11
契約担当役 沼田達也
託（令和3年度）
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
連合会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運用･保守に係
契約担当役 沼田達也
12
るｿﾌﾄｳｪｱ等のﾗｲｾﾝｽの更新
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年4月22日

三菱総研DCS㈱
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長
阿部貴志
東京都品川区東品川4-12-2

同社は、連合会のｼｽﾃﾑ構成等を
理解しており、継続的な支援を受け
4,895,000 るために同社以外への委託は困難
であることから、連合会会計規程第
56条第1項に該当するため。

令和3年4月1日

みずほﾘｻｰﾁ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
代表取締役社長 大塚 雅広
東京都千代田区神田錦町2-3

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、同社以外に安定した業務を
4,262,500 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年4月1日

みずほﾘｻｰﾁ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
代表取締役社長 大塚 雅広
東京都千代田区神田錦町2-3

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、また、現行締結している保守
3,861,000 契約の更新であることから、連合会
会計規程第56条第1項に該当する
ため。

令和3年5月19日

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
公共ｼｽﾃﾑ事業部
責任者 伊坂 拓人
東京都千代田区富士見2-10-2

連合会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運用・保守を委
託している同社以外に安定したｻ
1,375,000 ﾎﾟｰﾄを受けることが困難であること
から、連合会会計規程第56条第1
項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
年金通算ｼｽﾃﾑ開発環境に伴う機器
13
契約担当役 沼田達也
導入の保守・ｻﾎﾟｰﾄの委託
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
令和3年度年金通算ｼｽﾃﾑ機器の更
14
契約担当役 沼田達也
改に係る業務委託
東京都港区芝公園2-4-1

J-LIS保有情報の企業年金への提 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
15 供ｻｲｸﾙの早期化に係るｼｽﾃﾑ開発 契約担当役 沼田達也
契約
東京都港区芝公園2-4-1

総務部
16 健康診断の実施等に係る業務委託 契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年5月20日

㈱日立製作所
執行役社長 東原 敏昭
東京都品川区南大井6-23-1

本件は、同社のﾚﾝﾀﾙ機器を主とし
た保守・ｻﾎﾟｰﾄ契約であり、連合会
108,375,300
会計規程第56条第1項に該当する
ため。

令和3年5月20日

㈱日立製作所
執行役社長 東原 敏昭
東京都品川区南大井6-23-1

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、同社以外に安定した業務を
366,451,800 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年6月25日

㈱ﾌﾟﾘﾏｼﾞｪｽﾄ
取締役 上席執行役員
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 三雲 薫
神奈川県川崎市幸区堀川町580番
地

令和3年7月16日

品川ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ健診ｸﾘﾆｯｸ
院長 上妻達也
東京都港区港南1-2-70

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、同社以外に安定した業務を
21,186,000 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

同ｸﾘﾆｯｸは、過去からの診断履歴
を保持していることにより、継続的
1,453,089 な診断・観察や以前の受診結果と
（見込額） の比較等、効果的な対応が可能と
なることから、連合会会計規程第
56条第１項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
外国送金の仕向け先銀行の変更に
17
契約担当役 沼田達也
伴うｼｽﾃﾑ開発の契約
東京都港区芝公園2-4-1

「連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤の構築」に
18
係る契約の締結

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
企業年金NWおよびPFの業務ｼｽﾃﾑ
19
契約担当役 沼田達也
要件定義の委託
東京都港区芝公園2-4-1

20

令和4年分扶養親族申告書審査業
務の委託

年金ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年7月1日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

本件は、既存ｼｽﾃﾑの改修を行うも
のであり、当該ｼｽﾃﾑに精通してい
23,738,000 る現行ベンダーであることから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年7月19日

TIS㈱
代表取締役社長 岡本安史
東京都新宿区西新宿8-17-1

本件は、業者指名による企画ｺﾝﾍﾟ
を実施、技術評価等を総合的に判
117,150,000
断したことから、連合会規程第56条
第1項に該当するため。

令和3年7月30日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

同社は、連合会業務及び現行ｼｽﾃ
ﾑに精通しており、同社以外に安定
13,728,000 したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。

令和3年8月26日

SGｼｽﾃﾑ㈱
代表取締役社長 谷口友彦
京都府京都市南区上鳥羽角田町
8-17-1

本件は、当連合会事務所内で本業
務に付随する業務を請け負う同社
に委託することで、本業務の実施
10,584,200
場所を確保でき、過去に委託実績
があることから、連合会会計規程
第56条第1項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
企業年金実態調査のﾃﾞｰﾀ集計及び
21
契約担当役 沼田達也
結果報告書の作成に係る業務委託
東京都港区芝公園2-4-1

帳票印刷委託に係るｼｽﾃﾑ仕様変更
対応、源泉徴収票及び扶養親族等 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
22 申告書の送付時期の早期化及び令 契約担当役 沼田達也
和2年度税制改正対応に係る残作 東京都港区芝公園2-4-1
業に伴うｼｽﾃﾑ開発の契約

ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤等運営支援の調達
23
に係る契約の締結について

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

数理部
責任準備金算定業務等に係る支援
契約担当役 沼田達也
24
業務
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年8月25日

みずほﾘｻｰﾁ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
代表取締役社長 大塚 雅広
東京都千代田区神田錦町2-3

同社は、企業年金制度に精通して
おり、同社以外に安定した業務を
4,020,192 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年8月25日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

同社は、連合会業務及び現行ｼｽﾃ
ﾑに精通しており、同社以外に安定
65,451,100 したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。

令和3年9月24日

TIS㈱
金融事業本部ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ事業部
事業部長 淵上 ゆき乃
東京都新宿区西新宿8-17-1

令和3年10月1日

みずほ信託銀行㈱
取締役社長 梅田圭
東京都中央区八重洲1-2-1

同社は、連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤構
築業者であり、同社以外に安定し
6,930,000 たｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難である
ことから、連合会会計規程第56条
第1項に該当するため。

同社は、当該ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり同社以外に安定した業務を履
38,808,000 行できる業者がないことから、連合
会会計規程第56条第1項に該当す
るため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

DC法改正及び厚生法改正に伴う年 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
25 金通算ｼｽﾃﾑの開発について（ﾌﾟﾘﾏ 契約担当役 沼田達也
ｼﾞｪｽﾄ分）
東京都港区芝公園2-4-1

DC法改正及び厚生法改正に伴う年 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
26 金通算ｼｽﾃﾑの開発について（日立 契約担当役 沼田達也
製作所分）
東京都港区芝公園2-4-1

社会保険ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ端末設備の 年金ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
27 運用管理ｻｰﾋﾞｽ変更契約の締結に 契約担当役 沼田達也
ついて
東京都港区芝公園2-4-1

28

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
ATBex ServiceLink for AWS等の調
契約担当役 沼田達也
達について
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年10月1日

㈱ﾌﾟﾘﾏｼﾞｪｽﾄ
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部
取締役上席執行役員本部長
岡田 和敏
神奈川県川崎市幸区堀川町580番
地

令和3年9月17日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

令和3年9月30日

㈱エヌ・ティ・ティ・データ
社会保障事業部長 中村元紀
東京都江東区豊洲3-3-3

本件は、同社から関連システムの
運用管理サービスを受けており、そ
1,444,090 の契約の更新であることから、連合
会会計規程第56条第1項に該当す
るため。

令和3年10月7日

㈱ｱｯﾄ東京
営業本部 社会基盤営業部
斎藤 彬
東京都江東区豊洲5-6-36

同社は、連合会のﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ委託事
業者であり、同社が提供するｻｰﾋﾞ
ｽ以外、安定したｻﾎﾟｰﾄを受けるこ
1,408,000
とが困難であることから、連合会会
計規程第56条第1項に該当するた
め。

既存システムの改修となることか
ら、当該システムを熟知している同
7,260,000 社への委託が最も合理的であると
考え、連合会会計規程第56条1項
に該当するため。

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、同社以外に安定した業務を
169,612,300 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

年金運用部
議決権行使支援ｼｽﾃﾑの改修、及び
29
分任契約担当役 中村明弘
運営費の改定について
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤構築に係るﾗｲｾﾝｽ売
30
契約担当役 沼田達也
買等の契約締結について
東京都港区芝公園2-4-1

ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤構築に係る設備利用 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
31 の契約締結について（業務委託契約 契約担当役 沼田達也
書）
東京都港区芝公園2-4-1

iDeCo加入者の投資教育に関するe
ﾗｰﾆﾝｸﾞ動画配信環境の構築及び動 会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
32 画配信ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽ(Jstream
契約担当役 沼田達也
Equipmedia,inVideo)の利用申込につ 東京都港区芝公園2-4-1
いて

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

備考

令和3年9月29日

㈱日本投資環境研究所
代表取締役専務執行役員 眞武
尚史
東京都中央区日本橋一丁目17番
10号

同社は、現行ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり、同社以外に安定した業務を
3,003,000 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年10月7日

TIS㈱
金融事業本部ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ事業部
事業部長 淵上 ゆき乃
東京都新宿区西新宿8-17-1

令和3年10月7日

TIS㈱
金融事業本部ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ事業部
事業部長 淵上 ゆき乃
東京都新宿区西新宿8-17-1

同社は、連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤構
築業者であり、同社以外に安定し
2,128,500 たｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難である 項番19より
ことから、連合会会計規程第56条
第1項に該当するため。

令和3年11月1日

㈱Jｽﾄﾘｰﾑ
東京都港区芝二丁目5-6 芝256ス
クエアビル6階

同社は、連合会のWebｻｲﾄの保守
運用業者であり、同社以外に安定
1,958,000 した業務を履行できる業者がない
ことから、連合会会計規程第56条
第1項に該当するため。

同社は、連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤構
築業者であり、同社以外に安定し
初期分 14,898,400
項番19よ
たｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難である
更新分 7,046,600
り
ことから、連合会会計規程第56条
第1項に該当するため。

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

企業年金NW並びにPFの業務ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
33 に係る第一段階開発の契約につい 契約担当役 沼田達也
て
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
令和3年度数理計算ｼｽﾃﾑに係る開
34
契約担当役 沼田達也
発業務の委託契約の締結について
東京都港区芝公園2-4-1

連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤ﾌｧｲﾙ転送ﾐﾄﾞ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
35 ﾙｳｪｱ(HULFT WebFile Transfer)の調 契約担当役 沼田達也
達について
東京都港区芝公園2-4-1

企業年金NW及びPFの全体PMO等
36
支援作業の契約について

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年10月18日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

同社は、連合会業務及び現行ｼｽﾃ
ﾑに精通しており、同社以外に安定
44,616,000 したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。

令和3年10月18日

みずほﾘｻｰﾁ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
代表取締役社長 大塚 雅広
東京都千代田区神田錦町2-3

同社は、当該ｼｽﾃﾑの開発業者で
あり同社以外に安定した業務を履
4,819,023 行できる業者がないことから、連合
会会計規程第56条第1項に該当す
るため。

令和3年10月21日

㈱大塚商会
代表取締役社長 大塚裕司
東京都千代田区飯田橋2-18-4

令和3年10月21日

ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
代表取締役社長 矢部 剛
東京都大田区浦田5-37-1

開発期間が限られる中、設計工程
で選定したミドルウェアを実装開始
までに調達する必要があり複数社
の見積りにより最安値を示した同
3,976,500
社を選定したことから、連合会会計
規程第56条第1項に該当するた
め。

同社は、連合会の現行ｼｽﾃﾑに精
通しており、同社以外に安定したｻ
79,750,000 ﾎﾟｰﾄを受けることが困難であること
から、連合会会計規程第56条第1
項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
連合会ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤ﾌｧｲﾙ転送ﾐﾄﾞ
37
契約担当役 沼田達也
ﾙｳｪｱ(HULFT)の調達について
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
高度情報ｿﾞｰﾝﾛｸﾞ統合管理ｼｽﾃﾑ導
38
契約担当役 沼田達也
入に関する売買契約締結について
東京都港区芝公園2-4-1

高度情報ｿﾞｰﾝﾛｸﾞ統合管理ｼｽﾃﾑ導 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
39 入に関する業務委託契約締結につ 契約担当役 沼田達也
いて
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
電子帳票ｼｽﾃﾑFileVolanteの追加ﾗｲ
契約担当役 沼田達也
40
ｾﾝｽの調達と保守の契約について
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年10月21日

TIS㈱
金融事業本部ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ事業部
事業部長 淵上 ゆき乃
東京都新宿区西新宿8-17-1

同社は、ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤を構築して
おり、同社以外に安定したｻﾎﾟｰﾄを
1,676,400 受けることが困難であることから、
連合会会計規程第56条第1項に該
当するため。

令和3年10月25日

㈱ﾋﾟｰｴｽｼｰ
東京都港区芝公園2-18ｵｰｸ芝公
園ﾋﾞﾙ
代表取締役 鈴木 正之

同社は、現行ｼｽﾃﾑの構築業者で
あり、同社以外に安定した業務を
6,197,290 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年10月25日

㈱ﾋﾟｰｴｽｼｰ
東京都港区芝公園2-18ｵｰｸ芝公
園ﾋﾞﾙ
代表取締役 鈴木 正之

同社は、現行ｼｽﾃﾑの構築業者で
あり、同社以外に安定した業務を
3,564,000 履行できる業者がないことから、連
合会会計規程第56条第1項に該当
するため。

令和3年10月26日

JFEｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ事業部 営業部長 駒村
行則
東京都港区芝浦1-2-3

同社は、現行ｼｽﾃﾑのﾗｲｾﾝｽの購入元
であり、保守の委託先であるため、同
3,168,000 社以外に安定したｻﾎﾟｰﾄを受けること
が困難であることから、連合会会計規
程第56条第1項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

41

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

令和3年度決算に係る監査業務の
契約締結について

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

総務部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

連合会HP及び会員HPのWebｻｲﾄ基
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
盤ｻｰﾊﾞOSｻﾎﾟｰﾄ終了に伴う
42
契約担当役 沼田達也
CentOS8 延長ｻﾎﾟｰﾄへの移行につ
東京都港区芝公園2-4-1
いて

総務部
BCMS文書改定に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業
43
契約担当役 沼田達也
務委託契約締結について
東京都港区芝公園2-4-1

iDeCo加入者の投資教育に関する
44 特設ｻｲﾄ制作に係る業務委託契約
の締結について

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年10月29日

有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ
包括代表 國井泰成
東京都千代田区丸の内3-2-3

同監査法人は、平成28年度決算の
監査業務にあたって、企画ｺﾝﾍﾟに
より選定しており、監査の信頼性を
20,350,000
高める観点から監査業務の継続性
が必要であり、連合会会計規程第
56条第1項に該当するため。

令和3年11月1日

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
公共ｼｽﾃﾑ事業部
責任者 伊坂 拓人
東京都千代田区富士見2-10-2

同社は、連合会のWebｻｲﾄ基盤の
運用を委託しており、同社以外に
1,079,100 安定したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難
であることから、連合会会計規程第
56条第1項に該当するため。

令和3年11月1日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

同社は、連合会業務及び現行ｼｽﾃ
ﾑに精通しており、同社以外に安定
6,160,000 したｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であ
ることから、連合会会計規程第56
条第1項に該当するため。

令和3年11月4日

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
代表取締役社長 勝 栄二郎
東京都千代田区富士見2-10-2

同社は、連合会のWebｻｲﾄの保守
運用業者であり、同社以外に安定
4,389,000 した業務を履行できる業者がない
ことから、連合会会計規程第56条
第1項に該当するため。

備考

随意契約締結状況一覧
(基準：100万円超）

番
号

随意契約に係る物品等又は
役務の提供の名称及び数量

企業年金連合会ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ
45 (ISMS文書)見直し等に係る契約の
締結について

部の名称、契約担当役の
契約を締結した日
氏名及び所在地

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
契約担当役 沼田達也
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
年金通算ｼｽﾃﾑの漢字ﾌﾟﾘﾝﾀの解体
46
契約担当役 沼田達也
作業と搬送作業について
東京都港区芝公園2-4-1

47

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤上で利用するﾗｲｾﾝｽ
契約担当役 沼田達也
の追加について
東京都港区芝公園2-4-1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
ｸﾗｳﾄﾞ共通基盤暗号化ｿﾌﾄｳｪｱの調
契約担当役 沼田達也
48
達について
東京都港区芝公園2-4-1

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込：
円）

随意契約によることとした
理由

令和3年11月18日

NRIｾｷｭｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
代表取締役社長 柿本 彰
東京都千代田区大手町1-7-2

連合会ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰの向上をする
ため、ｾｷｭﾘﾃｨを専門的に取扱うﾍﾞ
ﾝﾀｰ数社を比較検討し、最有識者
14,850,000
を抱えているのが同社であることか
ら、連合会会計規程第56条第1項
に該当するため。

令和3年12月3日

㈱日立製作所
執行役社長 小島啓二
東京都品川区南大井6-23-1

本件は、利用終了に伴いﾘｰｽ返却
するため、設置等を実施した同社
1,100,000 以外に円滑な作業を行うことが困
難であることから、連合会会計規程
第56条第1項に該当するため。

令和3年12月8日

TIS㈱
金融事業本部ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ事業部
事業部長 淵上 ゆき乃
東京都新宿区西新宿8-17-1

令和3年12月16日

㈱ﾗｯｸ
代表取締役 西本 逸郎
東京都千代田区平河町二丁目16
番1号

本件は、連合会現行ｼｽﾃﾑのﾗｲｾﾝ
ｽ追加であるため、現行ｼｽﾃﾑの構
初期分 4,890,600 築業者である同社以外に安定した
更新分 2,112,000 ｻﾎﾟｰﾄを受けることが困難であるこ
とから、連合会会計規程第56条第
1項に該当するため。

本件は、製品開発元との協議によ
り、同社販売ﾗｲｾﾝｽに限り第三者
3,768,600 提供が許諾されることから、連合会
会計規程第56条第1項に該当する
ため。

備考

