
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日

◎調達機関番号 428 ◎所在地番号 13
〇第 29 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
 共通基盤システム設備等の環境構築、
リース及び保守業務（変更要求対応） 一
式
 日本年金機構端末設備等のリース及び保
守業務（変更要求対応） 一式
 お客様対応業務システムの更改に係る設
計・開発等業務（予約相談の事前準備改善）
一式
 暫定支払環境との接続に係る回線設備・
供給業務 一式
２ 随意契約の予定日
 平成31年３月15日
 平成31年３月18日
 平成31年３月24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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、ＮＴ
Ｔファイナンス株式会社
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・カス
タマサービス株式会社、東京センチュリー株
式会社
 株式会社日立製作所
 株式会社日立システムズ
５ 担当部局 〒1688505 東京都杉並区高井戸
西３５24 日本年金機構本部調達管理部契
約グループ 米田
衛 電話0353441100
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required :
 Lease and maintenance business En‑
vironmental construction such as com‑
mon basis system equipment etc, 1set
 Lease and maintenance business of ter‑
minal equipment for Japan Pension Ser‑
vice, 1set



 Expected date of the contract award : 14
Development and construct duties for
the renovation of Customer relationship
March, 2019
management system (Advance prepara‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
tion improvement of the consultation ap‑
cedures as provided for in the Agreement
pointment), 1set
on Government Procurement : d Interc‑
 Supply business of the circuit equip‑
hangeability
ment concerning connection with the en‑
 Contact point for the notice : Mamoru
vironment provisional payment, 1set
Yoneta, Accounts Division, Procurement
 Expected date of the contract award :
Management Department, Japan Pension
 15 March, 2019
Service, 524, Takaido‑nishi 3‑chome, Su‑
 18 March, 2019
ginami‑ku, Tokyo, 1688505, Japan TEL
 24 March, 2019
0353441100
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
随意契約に関する公示
on Government Procurement : d Interc‑
次のとおり随意契約について公示します。
hangeability
 Contact point for the notice : Mamoru
平成 31 年２月 22 日
Yoneta, Accounts Division, Procurement
契約等担当職 日本中央競馬会
Management Department, Japan Pension
法務部 契約室長 秋谷 光昭
Service, 524, Takaido‑nishi 3‑chome, Su‑ ◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
ginami‑ku, Tokyo, 1688505, Japan TEL 〇31 日競情報サ第６号
0353441100
１ 調達内容
 品目分類番号 71
随意契約に関する公示
 購入等件名及び数量 キャッシュレス投票
次のとおり随意契約について公示します。
システム機能追加開発 一式
平成 31 年２月 22 日
２
随意契約の予定日 平成31年３月15日
日本年金機構本部調達管理部長 影内 聡志
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 428 ◎所在地番号 13
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
〇第 30 号
る競争の不存在」
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 75
 購入等件名及び数量 清掃業務（東京広域
ＪＲＡシステムサービス㈱
事務センター）
【南関東】 一式
５ 担当部局 〒1068401 東京都港区六本木
２ 随意契約の予定日 平成31年３月14日
６11１ 日本中央競馬会 本部 法務部
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
契約室 ＴＥＬ0335915251
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
６ Summary
４ 随意契約を予定している相手方の名称 株式
 Classification of the services to be pro‑
会社アセットライフ
cured : 71
５ 担当部局 〒1688505 東京都杉並区高井戸
 Nature and quantity of the services to be
西３５24 日本年金機構本部調達管理部契
required : Totalizator Network System
約グループ 米田
衛 電話0353441100

Expected date of the contract award :
６ Summary
15th,
March, 2019
 Classification of the services to be pro‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
cured : 75
cedures as provided for in the Agreement
 Nature and quantity of the services to be
on Government Procurement : b Absence
required : Cleaning business of Tokyo‑
of Competition for Technical Reasons
Kouiki JPS Processing Center, 1set



Contact point for the notice : Contract
and Procurement Division, Legal Affairs
Department of Japan Racing Association,
6111 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo
1068401 Japan TEL 0335915251

報

告

経済上の連携に関する日本国と欧州連合と
の間の協定に基づく公表
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間
の協定（平成30年条約第15号）第10・１条により
同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協
定（平成７年条約第23号）第19条第１項及び2012
年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関
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 22 日
独立行政法人工業所有権情報・研修館
◎調達機関番号 542 ◎所在地番号 13
１ 改正された規則の名称等
独立行政法人工業所有権情報・研修館契約事
務取扱要領の特例を定める細則
２ この公表に関する問合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館
総務部 電話0335015765

経済上の連携に関する日本国と欧州連合と
の間の協定に基づく公表
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間
の協定（平成30年条約第15号）第10・１条により
同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協
定（平成７年条約第23号）第19条第１項及び2012
年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関
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 22 日 首都高速道路株式会社
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
１ 改正された規則の名称等 物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める準則
２ この公表に関する問合わせ先
首都高速道路株式会社 財務部契約課
住所 東京都千代田区霞が関一丁目４番１号
電話 0335399315

