
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日

６

Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Nature and quantity of the pro‑
ducts to be purchased : Gas to be used in
Shimane University Kawatsu area 1 Set
 Expected date of the contract award : 1
February, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : b Absence
of Competition for Technical Reasons
 Contact point for the notice : Tomonori
Mimoto, Accounts Division, Finance De‑
partment, The National University Corpo‑
ration Shimane University, 1060 Nishi‑
kawatsu‑cho Matsue‑shi 6908504 Japan,
TEL 0852326027
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 島根大学塩冶団地中
央機械室で使用するガス 一式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月１日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
る競争の不存在」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
出雲ガス株式会社
５ 担当部門 〒6938501 出雲市塩冶町89１
国立大学法人島根大学医学部会計課契約第一
係 福間
彰 電話0853202536
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Gas to be used in Enagy Center
Shimane University Enya area 1 Set
 Expected date of the contract award : 1
February, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : b Absence
of Competition for Technical Reasons



Contact point for the notice : Akira
随意契約に関する公示
Fukuma, Contracting Section 1, Accounting
次のとおり随意契約について公示します。
Division, The National University Corpora‑
平成 31 年１月 11 日
tion Shimane University Faculty of Medi‑
国立大学法人鹿児島大学
cine, 891 Enya‑cho Izumo‑shi 6938501
契約担当役理事 宮田 裕州
Japan, TEL 0853202536
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 46
〇第２号
随意契約に関する公示
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
次のとおり随意契約について公示します。
 購入等件名及び数量 電 子 ジ ャ ー ナ ル
平成 31 年１月 11 日
ScienceDirectの利用 一式
国立大学法人九州大学総長 久保 千春
２ 随意契約の予定日 平成31年２月８日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
〇第４号
護」
１ 調達内容
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 品目分類番号 71、27
エルゼビア・ビー・ブイ
 購入等件名及び数量 標準データリポジト ５ 担当部門 〒 890 8580 鹿児島市郡元１
2124 鹿児島大学財務部経理課契約係 有川
リ対応標準パスシステム開発 一式
雄二 電話0992857153
２ 随意契約の予定日 平成31年２月１日
６
Summary
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 Classification of the services to be pro‑
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
cured : 71, 27
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 Nature and quantity of the services to be
富士通株式会社
required : Use of ScienceDirect 1 Set
 Expected date of the contract award : 8
５ 担当部門 〒8190395 福岡市西区元岡744
February, 2019
国立大学法人九州大学財務部調達課備品調達
 Reasons for the use single tendering pro‑
係 宮下 恒光 電話0928022364
cedures as provided for in the Agreement
６ Summary
on Government Procurement : b Protec‑
 Classification of the services to be pro‑
tion of Exclusive Rights
 Contact point for the notice : Yuji
cured : 71, 27
Arikawa, Procurement Section, Accounting
 Nature and quantity of the services to be
Division, Finance Department, National
required : Development of standard clinical
University Corporation Kagoshima Univer‑
pathway system for standardized data 1 Set
sity, 12124 Korimoto Kagoshima‑shi
 Expected date of the contract award : 1
8908580 Japan, TEL 0992857153
February, 2019
随意契約に関する公示
 Reasons for the use single tendering pro‑
次のとおり随意契約について公示します。
cedures as provided for in the Agreement
平成 31 年１月 11 日
on Government Procurement : d Interc‑
日本私立学校振興・共済事業団
hangeability
理事長 清家
篤
 Contact
point
for
the
notice : ◎調達機関番号 404 ◎所在地番号 13
MIYASHITA Tsunemitsu, Equipment Pro‑ 〇第６号
１ 調達内容
curement Section, Procurement Division,
 品目分類番号 71、27
Finance Department, Kyushu University,
 調達件名及び数量 平成31年度「セキュリ
744 Motooka Nishi‑ku Fukuoka‑shi 819
ティライブラリ及びセキュリティ管理手法」
の年間使用ライセンス等の調達
0395 Japan, TEL 0928022364

２
３

随意契約の予定日 平成31年２月１日
随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社ケイシステムマネージメント
５ 担当部局 〒1138441 東京都文京区湯島
１７５ 日本私立学校振興・共済事業団
財務部契約課 木下 博貴 電話033813
5349
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : 2019 fiscal year procurement for
a year license, etc. of security library and
security management approach
 Expected date of the contract award : 1,
February, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for the notice : Contract
Div., Finance and Accounting Dept. The
Promotion and Mutual Aid Corporation for
Private Schools of Japan. 175 Yushima
Bunkyo‑ku, Tokyo 1138441 Japan TEL
0338135349
〇第７号
１ 調達内容
 第６号と同じ
 調達件名及び数量 平成31年度私学振興事
業本部の業務アプリケーション保守等業務及
び運用支援業務
２、３、４、５ 第６号と同じ
６ Summary
 The same as the Notice Above. (No. 6)
 Nature and quantity of the services to be
required : Business application and mainte‑
nance support business etc. of business ap‑
plication of 2019 Private School Promotion
Division
, ,  The same as the Notice Above.
(No. 6)

