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Time limit for the submission of com‑
ments : 15 : 00, 10 January, 2017
 Contact Point for the notice : Takashi
Yonemura, Division 1, Administration and
General Services Department, Corporate
Group, Japan Bank for International Co‑
operation ; 41, Ohtemachi 1‑Chome
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008144, Japan Tel
0352189212
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、29、71及び27
 調達件名及び数量 バックアップセンター
借用・運用に係る業務委託一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成29年１月10日15時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 企
画・管理部門 管理部第１課 米村
崇
電話0352189212
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成28年12月21日から平成29年
１月10日15時00分まで。
 交付方法 本公告の日から株式会社国際協
力銀行ホームページ（トップページ→調達情
報→入札情報／一般競争入札）にて交付する。
４ 本件に係る照会先 上記２に同じ。
５ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 15, 29, 71 and 27
 Nature and quantity of the services to be
leased : Space rental, Management and
Maintenance Service of Backup Center for
JBIC regarding information systems in‑
frastructure, 1 set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 15 : 00, 10 January, 2017
 Contact Point for the notice : Takashi
Yonemura, Division 1, Administration and
General Services Department, Corporate
Group, Japan Bank for International Co‑
operation ; 41, Ohtemachi 1‑Chome
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008144, Japan Tel
0352189212

〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 29及び67
 調達件名及び数量 海 外 ネ ッ ト ワ ー ク 敷
設・運用に係る業務委託一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成29年１月10日15時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 企
画・管理部門 管理部第１課 米村
崇
電話0352189212
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成28年12月21日から平成29年
１月10日15時00分まで。
 交付方法 本公告の日から株式会社国際協
力銀行ホームページ（トップページ→調達情
報→入札情報／一般競争入札）にて交付する。
４ 本件に係る照会先 上記２に同じ。
５ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 29 and 67
Nature and quantity of the services to be
leased : Construction of the circuit among
the head office and branch offices, 1 set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 15 : 00, 10 January, 2017
 Contact Point for the notice : Takashi
Yonemura, Division 1, Administration and
General Services Department, Corporate
Group, Japan Bank for International Co‑
operation ; 41, Ohtemachi 1‑Chome
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008144, Japan Tel
0352189212


随意契約
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。
平成 28 年 12 月 21 日
支出負担行為担当官
内閣衛星情報センター管理部長 芹澤
清

◎調達機関番号 005 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量
地理空間情報基盤（人文地理データ）の購
入
２ 随意契約の予定日 平成29年１月16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
日本スペースイメージング株式会社
５ 担当部局 〒16200845 東京都新宿区市谷
本村町９番13号 内閣衛星情報センター管理部
会計課 小林隆太朗 電話0332679556
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Purchase of Geospatial infor‑
mation infrastructure (Human Landscape)
 Expected date of the contract award : 16,
January, 2017
 Reasons for the use single tendering Pro‑
cedures as provided for in the Agreementon
Government Procurement : b Protection of
Exclusive Rights
 Contact point for the notice : Ryutaro Ko‑
bayashi, Accounts Section, Administration
Division, Cabinet Satellite Intelligence Cen‑
ter. 913 Ichigayahonmura‑cho Shinjuku‑
ku Tokyo 1620845 Japan. TEL 03
32679556

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。
平成 28 年 12 月 21 日
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 笠木 繁樹
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 ６
 購入等件名及び数量 新聞 一式
２ 随意契約の予定日 平成29年４月３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
丸の内新聞事業協同組合
５ 担当部局 〒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
第一係 担当 猿渡 俊彦 電話035253
5132
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 6
 Nature and quantity of the products to be
leased : Newspaper 1 Set.
 Expected date of the contract award : 3
April 2017
 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 : Toshihiko
Saruwatari, Accounts Division, Minister's
Secretariat, Ministry of Internal Affairs
and Communications, 12 Kasumigaseki
2‑Chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008926
Japan, TEL 0352535132

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。
平成 28 年 12 月 21 日
支出負担行為担当官
文化庁次長 中岡
司
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量
工芸品 重要文化財 太刀 銘正恒 一口
２ 随意契約の予定日 平成29年１月11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「美術品」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
柴田 國吉
５ 担当部局 〒1008959 東京都千代田区霞が
関３２２ 文化庁長官官房政策課会計室用
度係 横尾由美子 電話0352534111 内線
2817

