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随意契約の予定日 令和２年11月19日
６ Summary
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 : 78
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
株式会社日立製作所
required : Disposal of PCB waste
５ 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
 Expected date of the contract award :
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
November, 20, 2020
係 渡辺
亮 電話0335804128
 Reasons for the use single tendering pro‑
６ Summary
cedures as provided for in Agreement on
 Classification of the services to be pro‑
Government Procurement : b Protection of
cured : 71, 27
Exclusive Rights
 Nature and quantity of the services to be
 Contact point for the notice : Mana
required : Foreigners Entry and departure
Kanno, Procurement Section, Accounts Di‑
Information System setting to introduction
vision, Minister's Secretariat, Ministry of
of facial recognition automated gate, 1 set
Health, Labour and Welfare, 122 Ka‑
 Expected date of the contract award : 19
sumigaseki Chiyoda‑ku Tokyo 1008916
November, 2020
Japan TEL 0352531111 (ext. 7199)
 Reasons for the use single tendering pro‑
随意契約に関する公示
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
次のとおり随意契約について公示します。
hangeability
令和２年 10 月 30 日
 Contact
point
for
the
notice :
独立行政法人国際協力機構
WATANABE Ryo, Procurement Section,
契約担当役 理事 植嶋 卓巳
Finance Division, Minister's Secretariat,
◎調達機関番号 567 ◎所在地番号 13
Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki
１ 調達内容
Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan TEL
 品目分類番号 71、27
0335804128
 購入等件名及び数量 スワップ約定管理シ
随意契約に関する公示
ステム（ＤＩＧＮＩＴＡＳ）のＬＩＢＯＲ廃
止対応改修の実施 一式
次のとおり随意契約について公示します。
２
随意契約の予定日 令和２年11月20日
令和２年 10 月 30 日
３
随意契約によることとする「政府調達に関す
支出負担行為担当官
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
厚生労働省大臣官房会計課長 宮崎 敦文
る競争の不存在」
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
４ 随意契約を予定している相手方の名称
１ 調達内容
日鉄ソリューションズ株式会社
 品目分類番号 78
５
担当部局 〒1028012 東京都千代田区二番
 購入等件名及び数量
町５25二番町センタービル 独立行政法人国
ＰＣＢ廃棄物処分業務一式
際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課 電
２ 随意契約の予定日 令和２年11月20日
話0352266609
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 ６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
護」
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
ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業株式会
required : Additional development of the
社）
Swap Transaction Management System
５ 担当部局 〒1008916 東京都千代田区霞が
(DIGNITAS) for LIBOR transition to Alter‑
関１２２ 厚生労働省大臣官房会計課経理
native Reference Rates (JFY2020, 2021), 1
室契約班契約第二係 菅野 真菜 電話03
52531111（内線7199）
Set



Expected date of the contract award :
November 20, 2020
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Goverment Procurement : b Absence of
Competition for Technical Reasons
 Contact point for notice : Contract Man‑
agement Division 3 Operations Support De‑
partment, Japan International Cooperation
Agency, Niban‑cho Center Building, 525,
Niban‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 1028012
Japan, Tel. 0352266609



Contact point for the notice : Kiyokazu
Shinya, NARO Administrative Headquart‑
er Department of Administration for
Tohoku Area Accounting Section Account‑
ing Team, 4 Akahira, Shimo‑kuriyagawa,
Morioka‑shi, Iwate 0200198, Japan. TEL
0196433440

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 30 日
契約担当職
国立研究開発法人産業技術総合研究所
随意契約に関する公示
福島再生可能エネルギー研究所
業務室長 川鈴木 宏
次のとおり随意契約について公示します。
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 07
令和２年 10 月 30 日
〇産総第 94 号
国立研究開発法人
１ 調達内容
農業・食品産業技術総合研究機構
 品目分類番号 24
本部管理本部東北管理部長 佐々木 晋
 購入等件名及び数量 DPSS Nd:YLF高
◎調達機関番号 818 ◎所在地番号 03
速レーザーシステム １式
１ 調達内容
２ 随意契約の予定日 令和２年11月20日
 品目分類番号 78
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 購入等件名及び数量 ポリ塩化ビフェニル
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
（ＰＣＢ）廃棄物処理 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11月20日
株式会社西日本流体技研
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
５ 担当部局 〒9630298 福島県郡山市待池台
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的な理由に
２２９ 国立研究開発法人産業技術総合研
よる競争の不存在」
究所 福島再生可能エネルギー研究所 業務室
４ 随意契約を予定している相手方の名称
望月 和成 電話0249631805
中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道ＰＣ ６
Summary
Ｂ処理事業所
 Classification of the products to be pro‑
５ 担当部門 〒0200198 岩手県盛岡市下厨川
cured : 24
字赤平４ 農研機構本部管理本部東北管理部会
 Nature and quantity of the products to be
計課会計チーム 新屋 清一 電話019643
purchased : DPSS Nd : YLF High Speed
3440
Laser Systems 1 set
６ Summary
 Expected date of the contract award :
 Classification of the products to be pro‑
November 20, 2020
cured : 78
 Reasons for the use single tendering pro‑
 Nature and quantity of the products to be
cedures as provided for in the Agreement
purchased : Waste disposal of polych‑
on Government Procurement : d Interc‑
lorinated biphenyls 1 Set
hangeability
 Expected date of the contract award : 20
 Contact point for the notice : Kazushige
November. 2020
Mochizuki, Accounting Team, National In‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
stitute of Advanced Industrial Science and
cedures as provided for in the Agreement
Technology, Fukushima, 229 Machii‑
on Government Procurement : b Absence
kedai, Koriyama‑shi, Fukushima‑ken, 963
of Competition for Technical Reasons
0298 Japan. TEL 0249631805

