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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。
令和元年７月 29 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所
管理部長 椎名 公夫

◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08
〇第 31370202 号
１ 調達内容
 品目分類番号 12
 購入等件名及び数量 固体廃棄物減容処理
施設のパワーマニプレータ付クレーンの改良
１式

２ 随意契約の予定日 令和元年８月30日
３ 随意契約とすることとする「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
株式会社明電舎

５ 担当部局 〒3111393 茨城県東茨城郡大洗
町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子
力研究開発機構大洗研究所管理部調達課 電話
0292671919（代）内線5097
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured ; 12

 Nature and quantity of the products to be

manufactured ; Modification of crane

equipped power manipulator inner isolated

cell of Oarai waste reduction treatment fa‑

cility, 1 set

 Expected date of the contract award ; 30

August 2019

 Reason for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Interc‑

hangeability

 Contact point for the notice ; Purchasing

Section, Administration Department, Oarai

Research and Development Institute, Japan

Atomic Energy Agency, 4002, Narita‑cho,

Oarai‑machi, Higashi‑ibaraki‑gun, Ibaraki‑

Ken 3111393 Japan, TEL 0292671919
(ex.5098)

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Using of a public cloud (2019. 9
2020. 8)

 Expected date of the contract award : 19

August 2019

 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 : Hirokazu

Miyake, General Affairs Department, JA‑

PAN POST INSURANCE Co., Ltd. Ote‑

machi Place Westtower 31 Otemachi 2‑
chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008794 TEL
0334772581

６ Summary

,, and The same with the notice

above (No. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : Entrustment of operation mainte‑

nance support for cloud environments (2019.

92020. 8)

落 札 者 等 の 公 示
次のとおり落札者等について公示します。
令和元年７月 29 日 契約担当役 独立行政法人統計センター 理事長 笹島 誉行

（東京都新宿区若松町19番１号）
［掲載順序］
品目分類番号 調達件名及び数量 調達方法 契約方式 落札決定日（随意契約の場合
は契約日） 落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 落札価格（随意契約の場合
は契約価格） 入札公告日又は公示日 随意契約の場合はその理由 指名業者名（指名競争
入札の場合） 落札方式 予定価格

◎調達機関番号 560 ◎所在地番号 13
71、27 統計作成に係るプログラム開発等の支援 一式 購入等 一般  1. 5.20 
株式会社グリフィン 東京都千代田区神田司町２13 64428000円 31. 2.25 総合評価
67607000円

７ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Consignment work of digital per‑

sonnel plan development work

 Expected date of the contract award : 19

August 2019

 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 : Business

Management Department, JAPAN POST

INSURANCE SYSTEM SOLUTIONS Co.,

Ltd. OSAKI BRIGHT TOWER 28F 61
Kitashinagawa 5‑chome Shinagawa‑ku

Tokyo 1410001 Japan. TEL 036631
0694

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。
令和元年７月 29 日

契約責任者
株式会社かんぽ生命保険
常務執行役 小野木喜惠子

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に関する事項 デジタル人財計画
策定作業の委託

２ 随意契約の予定日 令和元年８月19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
アクセンチュア株式会社

５ 発注者等
 本調達は、かんぽシステムソリューション
ズ株式会社が発注する案件である。

 本調達の契約の締結は、かんぽシステムソ
リューションズ株式会社の名義で行う。
 本調達の契約手続は、かんぽシステムソ
リューションズ株式会社が行う。

６ 問い合わせ先 〒1410001 東京都品川区北
品川５丁目６番１号 大崎ブライトタワー28階
かんぽシステムソリューションズ株式会社
経営管理統括部 電話0366310694

〇第２号（№２）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に付する事項

クラウド環境の運用保守支援（2019年９
月～2020年８月）

２、３、４及び５ 第１号と同じ

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。
令和元年７月 29 日

契約責任者
株式会社かんぽ生命保険
常務執行役 小野木喜惠子

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に付する事項
パブリッククラウド環境の利用（2019年９
月～2020年８月）

２ 随意契約の予定日 令和元年８月19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
日本ビジネスシステムズ株式会社

５ 担当部局 〒1008794 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12階 株式会社かんぽ生命保険 総務部
契約担当 宮宅 宏和 電話0334772581
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