71、27 ＩＣＩＳ（提案制作系機能）技術支援・サポート業務 １式 購入等 随意 
31. 1.30 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 18573600円 31. 1.10 ｄ
「互換性」
71、27 ＳＮＳ統合運用ツール「Sprinklr Platform」利用 １式 購入等 随意 
31. 1. 9 スプリンクラージャパン株式会社（東京都港区六本木７1818） 70773750円
30.12.17 ｄ「互換性」
71、27 ネットワークセキュリティ機器の保守 １式 購入等 随意 31. 1.28 株
式会社インターネットイニシアティブ（東京都千代田区富士見２10２） 44604000円 
31. 1. 7 ｄ「互換性」
〇契約担当者 放送大学学園事務局長 松川 誠司 （千葉県千葉市美浜区若葉２11）
◎調達機関番号 235 ◎所在地番号 12
14、27 情報基盤システムおよび運用支援業務 一式 借入 一般 30. 9.28 新日
鉄住金ソリューションズ株式会社（東京都中央区新川２2015） 19666100円（月額） 
30. 6.21 総合評価

〇契約責任者 日本郵政株式会社代表執行役副社長 岩崎 芳史 （東京都千代田区大手町二丁目３
番１号）
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
78 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 一式 購入等 随意
31. 1.15 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（北海道室蘭市仲町14番地７） 21379680円 〇契約等担当職 日本中央競馬会美浦トレーニング・センター副場長 大迫 三徳 （茨城県稲敷郡
美浦村大字美駒2500２）
（税込み） 30.12.20 ｂ「排他的権利の保護」
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 08
〇東京地下鉄株式会社広報部長 堂免 敬一 （東京都台東区東上野３19６）
75 総合清掃管理業務 一式 購入等 随意 31. 1. 4 ＪＲＡファシリティーズ
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
㈱ 東京都中央区八丁堀３19９ 337430880円 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
73 東京マラソン2019ＴＶＣＭ放映業務一式 購入等 随意 31. 1.16 ㈱電通 東
75 防疫作業 一式 購入等 随意 31. 1. 4 ＪＲＡファシリティーズ㈱ 東京都
京都港区東新橋１８１ 30.12.26 ｂ「排他的権利の保護」
中央区八丁堀３19９ 68832250円 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
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〇農林漁業団体職員共済組合 理事長 松岡 公明 （東京都千代田区内神田１１12）
◎調達機関番号 237 ◎所在地番号 13
71、27 特例一時金決定システム 購入等 随意 31. 1.17 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６23１ 70308000円 ｄ「互換性」
する協定を改正する議定書第６条第１項の規定に
基づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。
平成 31 年２月 21 日 国立大学法人三重大学
◎調達機関番号
415 ◎所在地番号 24
経済上の連携に関する日本国と欧州連合と
１ 改正された規則の名称等
の間の協定に基づく公表
国立大学法人三重大学政府調達事務取扱細則
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間
（http://www.mie‑u.ac.jp/neighborhood/
の協定（平成30年条約第15号）第10・１条により
files/20190124̲seihutyoutatsu.pdf 参照）
同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協 ２ この公表に関する問い合わせ先
定（平成７年条約第23号）第19条第１項及び2012
国立大学法人三重大学 財務部契約チーム
年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関
ＴＥＬ0592315312
話

〇日本放送協会 経理局長 髙橋 正尚 （東京都渋谷区神南２２１）
◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 13
14、71、27 ロボットカメラモニタリングシステムの部分更新 １式 購入等 随意 
30.12.14 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（東京都千代田区内幸町１１
６） 2008800000円 30.11.21 ｄ「互換性」
71、27 セキュリティ基盤の運用統合窓口対応 １式 購入等 随意 30.12.17 株
式会社ＮＨＫメディアテクノロジー（東京都渋谷区神山町４14） 53978745円 30.11.27
ｄ「互換性」
71、27 ＮＨＫおよびＮＨＫ関連団体インターネットアクセス基盤整備 ＮＨＫ利用者接続
サービス単価契約 １式 購入等 随意 30.12.17 株式会社インターネットイニシア
ティブ（東京都千代田区富士見２10２） 66039900円 30.11.27 ｄ「互換性」
71、27 ＮＨＫおよびＮＨＫ関連団体 インターネットアクセス基盤 サービス １式 購
入等 随意 30.12.17 株式会社インターネットイニシアティブ（東京都千代田区富士見
２10２） 79835194円 30.11.27 ｄ「互換性」
71、27 本部情報管理制御システムの部分更新 １式 購入等 随意 31. 1.11 日
本アイ・ビー・エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 109080000円 30.12. 5
ｄ「互換性」
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〇契約等担当職 日本中央競馬会中山競馬場 副場長 小塩
敦 （千葉県船橋市古作１丁目１番
１号）
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 12
26 電力 一式 購入等 一般 31. 2. 7 東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 580802586円 30.12.17 最低価格



〇東京地下鉄株式会社広報部長 堂免 敬一 （東京都台東区東上野３19６）
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
73 東京マラソンＥＸＰＯ2019運営業務一式 購入等 随意 31. 1.16
京都港区東新橋１８１ 30.12.26 ｂ「排他的権利の保護」

発行所
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〇契約責任者 日本郵政株式会社 代表執行役社長 長門 正貢 （東京都千代田区大手町二丁目３
番１号）
（発注者 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社）
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
71、27 統合基盤システムの運用技術支援業務等の委託 購入等 随意 30.12.20 
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 144720000円
30.11.28 ｄ「互換性」
71、27 統合基盤システムの保守延長の委託 購入等 随意 30.12.20 伊藤忠テク
ノソリューションズ株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 679428000円 
30.11.28 ｄ「互換性」
71、27 ＪＰグループクラウド基盤の拡張更改及び人事・財務システム基盤更改の委託 購
入等 一般 30. 1.25 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東京都千代田区霞が関三
丁目２番５号 6242400000円 30.10.31 総合評価
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