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６

Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Implementing web accessibility
policy on Overseas Safety Website, 1 set
 Expected date of the contract award :
November 17, 2020
 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 : SHIBATA
Yumiko, Japanese Nationals Overseas Di‑
vision, Consular Bureau, Ministry of For‑
eign Affairs, 221 Kasumigaseki, Chiyo‑
da‑ku, Tokyo 1008919 Japan. TEL 03
35803311 ext. 9929
〇第 85 号（№85）
１ 調達内容
 第84号の１に同じ。
 購入等件名及び数量 領事業務情報システ
ム（オペレーション・ユニット用機器構築作
業）
２ 随意契約の予定日 令和２年11月18日
３ 第84号の３に同じ。
４ 随意契約を予定している相手方の名称
富士通㈱
５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
関２２１ 外務省領事局政策課 栗原
忍 電話0335803311 内線5369
６ Summary
 The same with Notice above (No. 84)
 Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance for the Consul Ope‑
rational information system, 1 unit
 Expected date of the contract award :
November 18, 2020
 The same with Notice above (No. 84)
 Contact point for the notice : KURI‑
HARA Shinobu, Consular Policy Division,
Consular Affairs Bureau, Ministry of For‑
eign Affairs, 221 Kasumigaseki, Chiyo‑
da‑ku, Tokyo 1008919 Japan. TEL 03
35803311 ext. 5369

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
支出負担行為担当官
国税庁長官官房会計課長 寺田 広紀
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
マルチペイメントネットワークに係るソフ
トウェア等の使用許諾 一式
２ 随意契約の予定日 令和２年11月18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「排他的権利の保
護」
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
５ 担当部局 〒1008978 東京都千代田区霞が
関３１１ 国税庁長官官房会計課契約第二
係 加重 彰吾 電話0335814161（内線
3645）
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : License for software related to
multi‑payment network 1 set
 Expected date of the contract award : 18
November, 2020
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : b Protec‑
tion of Exclusive Rights
 Contact Point for the notice : KAJU
Shogo Procurement Section, Accounts Divi‑
sion, Commissioners Secretariat National
Tax Agency, 11 Kasumigaseki 3‑chome,
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008978 Japan TEL
0335814161 ex 3645
〇第２号
１ 調達内容
は、第１号に同じ。
 購入等件名及び数量
マルチペイメントネットワークに係る共通
ソフトウェア及び接続試験ツールの保守（新
機器）一式
２から５は、第１号に同じ。

６

Summary
, , ,  The same with the Notice
above (No. 1)
 Nature and quantity of the services to be
required : maintenance of common soft‑
ware and connection test tool for the multi
payment network 1 set

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
契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 福岡 伸博
随意契約に関する公示
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
次のとおり随意契約について公示します。
１ 調達内容
令和２年 10 月 28 日
 品目分類番号 71、27
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
 随意契約に付する事項 ＮＴＴデータとゆ
医王病院長 駒井 清暢
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 17
うちょPayのＧＷ接続
〇第 06204 号（№06204）
２ 随意契約の予定日 令和２年11月18日
１ 調達内容
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 品目分類番号 22、31
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
 件名及び数量 在宅人工呼吸器等賃貸借
護」
一式
４ 随意契約を予定している相手方の名称
２ 随意契約の予定日 令和２年12月15日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
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「排他的権利の保 ５ 担当部 〒1008793 東京都千代田区大手町
二丁目３番１号大手町プレイスウエストタワー
護」
株式会社ゆうちょ銀行 コーポレートスタッ
４ 随意契約を予定している相手方の名称
冨木医療器㈱、宇野酸素㈱、㈱トミキライフ
フ部門総務部（契約担当）担当 花澤 洋一
ケア、フクダライフテック北信越㈱、明祥㈱
電話0334771710
５ 担当部局 〒9200192 石川県金沢市岩出町 ６ Summary
ニ73番地１ 独立行政法人国立病院機構医王病
 Classification of the services to be pro‑
院企画課長 花森 弘充 電話0762581180
cured : 71, 27
内線2500
 Nature and quantity of the services to be
６ Summary
required : Connection between NTT DATA
 Classification of the services to be pro‑
Code Payment Gateway and Yucho Pay
cured : 22, 31
 Expected date of the Contract award : 18
 Nature and quantity of the services to be
November 2020
required : Respirator 1 set
 Expected date of the contract award : De‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
cember 15, 2020
cedures as provided for in the Agreement
 Reasons for the use of single tendering
on Government Procurement : b Protec‑
procedures as provided for in the Agree‑
tion of Exclusive Rights
ment on Government Procurement : b Pro‑
 Contact Point for the notice : Youichi Ha‑
tection of Excusive Rights
nazawa, General Affairs Department, Cor‑
 Contact point for the notice : Hiromitsu
porate Administration Division, JAPAN
Hanamori, Director, Accounting Division,
POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
National Hospital Organization Iou Na‑
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
tional Hospital, Ni 731 Iwade‑machi Ka‑
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
nazawa‑shi Ishikawa‑ken 9200192, Japan.
1710
TEL 0762581180 ext. 2500

