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資料提供招請に関する公表
次のとおり特定役務の調達を予定していますの
で、当該調達に関して資料等の提供を招請します。
令和２年 10 月 28 日
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
理事長 宍戸 和成
◎調達機関番号 505 ◎所在地番号 14
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達計画特定役務及び数量 情報基盤シス
テムサービス 一式
 調達方法 役務の提供
 調達予定時期 令和４年度12月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ サーバ基盤サービス
Ｂ ネットワーク基盤サービス
Ｃ 研究情報基盤サービス
Ｄ 研修情報基盤サービス
２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の特
定役務に関する一般的な参考資料及び同の要
求要件等に関するコメント並びに提供可能なラ
イブラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和２年11月27日12時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒2398585 神奈川県横須賀市野
比５１１ 独立行政法人国立特別支援教
育総合研究所総務部研修情報課図書・情報シ
ステム室 川井 信幸 a‑jokan@nise.go.jp
３ 情報提供依頼書の交付 本公表に基づき応募
する供給者に対してＲＦＩ（Ｒｅｑｕｅｓｔ
Ｆｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）情報提供依
頼書を交付する。
 交付期間 令和２年10月28日から令和２年
11月27日まで。
 交付場所 上記２に同じ。(電子メール
にて交付申請を受け付けるものとする)
４ その他 この調達計画の詳細はＲＦＩ（Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ Ｆｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）情報提供依頼書による。なお、本公表内容
は予定であり、変更することがあり得る。

Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Information Infrastructure Sys‑
tem Services 1 set
 Type of the procurement : Offer of ser‑
vice
 Basic requirements of the procurement :
Ａ Server infrastructure service
Ｂ Network infrastructure service
Ｃ Research information infrastructure
service
Ｄ Training information infrastructure
service
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 12 : 00 27 November,
2020
 Contact point for the notice : Nobuyuki
KAWAI, Library & Information Division,
The National Institute of Special Needs
Education, 511 Nobi, Yokosuka‑shi,
Kanagawa‑prefecture 2398585 Japan, E‑
mail a‑jokan@nise.go.jp

意見招請に関する公示
次のとおり調達の仕様書案の作成が完了したの
で、仕様書案に対する意見を招請します。
令和２年 10 月 28 日
総務省大臣官房会計課企画官 松田 和男
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定役務及び数量 総務省ＬＡＮシ
ステムの運用管理及び受付窓口業務の請負
一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年11月17日午後５
時（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008926 東京都千代田区霞が
関二丁目１番２号 総務省大臣官房会計課契
約第二係 担当 池田
昭 電 話 03 
52535132

３

４

仕様書案の交付


交付期間

令和２年10月28日から令和２年

11月17日まで


交付場所

政府電子調達システムへアクセ

スし入手すること。
４

Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27


Nature and quantity of the services to be
required : A LAN system operations man‑
agement and helpdesk for Ministry of Inter‑
nal Affairs and Communications 1 set.



Time limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM 17 November 2020



Contact point for the notice : Ikeda
Akira, Accounts Division, Minister's Sec‑
retariat, Ministry of Internal Affairs and
Communications, 12 Kasumigaseki 2c‑
home, Chiyoda‑ku Tokyo 1008926 Japan.
TEL 0352535132

Summary
,  and  the same with the notice above
(No. 1)
 Nature and quantity of the services to be
required : The contract of the project man‑
agement support for the second phase of the
Common Government Platform (FY2021) 1
set.
〇第４号（№４）
１ 調達内容
 第１号のに同じ。
 購入等特定役務及び数量 第二期情報提供
ネットワークシステムのアプリケーション保
守・運用の請負 一式
２から３まで第１号の２から３までに同じ。
４ Summary
,  and  the same with the notice above
(No. 1)
 Nature and quantity of the services to be
required : Application Maintenance and Op‑
eration of the Information Providing Net‑
work System in FY 20212025 1 set.

〇第２号（№２）
１

随意契約

調達内容


第１号のに同じ。



購入等特定役務及び数量

第二期政府共通

プラットフォームにおけるクラウドサービス

随意契約に関する公示

次のとおり随意契約について公示します。
令和２年 10 月 28 日
２から３まで第１号の２から３までに同じ。
支出負担行為担当官
４ Summary
外務省大臣官房会計課長 岡野結城子
,  and  the same with the notice above ◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
(No. 1)
〇第 84 号（№84）
 Nature and quantity of the services to be １ 調達内容
 品目分類番号 71、27
required : The contract for cloud services in
 購入等件名及び数量 「海 外 安 全 ホ ー ム
the second phase government common plat‑
ページウェブアクセシビリティ対応」の改修
form (FY2021) 1 set.
２ 随意契約の予定日 令和２年11月17日
〇第３号（№３）
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
１ 調達内容
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
 第１号のに同じ。
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 購入等特定役務及び数量 第二期政府共通
富士ソフト㈱
プラットフォームにおけるプロジェクト管理 ５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
等支援業務（令和３年度）の請負 一式
関２２１ 外務省領事局海外邦人安全課
２から３まで第１号の２から３までに同じ。
柴田友美子 電話0335803311 内線9929
の提供等に関する業務（令和３年度）一式

