(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
令和元年  月  日


◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 借入件名及び数量 教育用電子計算機シス
テム 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年８月30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
富士通リース株式会社
５ 担当部門 〒5650871 大阪府吹田市山田丘
１１ 大阪大学財務部契約課契約第二係 道
木 宏晴 電話0668794010
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 14
 Nature and quantity of the products to be
rent : Computer system for information
education 1 Set
 Expected date of the contract award : 30
August, 2019
 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 : MICHIKI
Hiroharu, Contract Division, Department of
Finance,
Osaka
University,
11
Yamadaoka Suita‑shi Osaka 5650871
Japan, TEL 0668794010

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８月９日
日本私立学校振興・共済事業団
理事長 清家
篤
◎調達機関番号 404 ◎所在地番号 13
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 業 務 系 サ ー バ 開 発 環
境・サーバシステム関連機器等・クライアン
ト関連機器等の撤去作業 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年８月30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
株式会社日立製作所
５ 担当部局 〒1138441 東京都文京区湯島
１７５ 日本私立学校振興・共済事業団
財務部契約課 木下 博貴 電話033813
5349
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Removal of server for business
use, Server system related equipment and
the Client personal computer system re‑
lated machinery 1 set
 Expected date of the contract award : 30,
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 : Contract
Div., Finance and Accounting Dept. The
Promotion and Mutual Aid Corporation for
Private Schools of Japan. 175 Yushima
Bunkyo‑ku, Tokyo 1138441 Japan TEL
0338135349

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８月９日
契約担当者
株式会社国際協力銀行
財務・システム部門 管理部長 元川 永善
◎調達機関番号 129 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達役務等件名及び数量 基幹システム刷
新に伴う外貨管理システムの改修に係る業務
委託契約 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年８月30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
日鉄ソリューションズ株式会社
５ 担当部局 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 財務・
システム部門 管理部第１課 平本 英紀 電
話0352189212
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Adjustment of the foreign curren‑
cy funding system in relation to the renova‑
tion of JBIC core banking system, 1 set
 Expected date of the contract award :
30th August 2019
 Reasons for the use of single tendering
procedures as provided for in the Agree‑
ment on Government Procurement : d In‑
terchangeability
 Contact Point for the notice : Hideki Hi‑
ramoto, Division 1, Administration and Ge‑
neral Services Department, Treasury and
Systems Group, Japan Bank for Interna‑
tional Cooperation ; 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 71、27
 調達役務等件名及び数量 在宅勤務用及び
出張等用ＰＣの構築に係る業務委託 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年８月30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
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
５ 担当部局 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 財務・
システム部門 管理部第１課 平本 英紀 電
話0352189212
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Architecting of notebook com‑
puters for teleworking and business trip,
1 set



Expected date of the contract award :
30th August 2019
 Reasons for the use of single tendering
procedures as provided for in the Agree‑
ment on Government Procurement : d In‑
terchangeability
 Contact Point for the notice : Hideki Hi‑
ramoto, Division 1, Administration and Ge‑
neral Services Department, Treasury and
Systems Group, Japan Bank for Interna‑
tional Cooperation ; 41, Ohtemachi 1‑
chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008144 Japan,
Tel 0352189212

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８月９日
契約責任者
株式会社かんぽ生命保険 常務執行役
内木場信篤
◎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、28、29
 随意契約に付する事項
マイページにおけるメール配信サービスの
保守および機能追加
２ 随意契約の予定日 令和元年９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
ユミルリンク株式会社
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
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27, 28, 29
 Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance and Enhancement
of Mail Delivery Service on My Page
 Expected date of the contract award : 19
September 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability

