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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８月 16 日
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 松田 和男

◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 投開票システムの改
修作業 １式

２ 随意契約の予定日 令和元年９月５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 〒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
第二係 担当 池田 昭 電話035253
5132
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Repairs of the System for Prompt

Report of Counting Votes 1 Set.

 Expected date of the contract award : 5

September 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 : Akira

Ikeda, Accounts Division, Ministers Sec‑

retariat, Ministry of Internal Affairs and

Communications, 12 Kasumigaseki

2Chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008926 Ja‑
pan 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。
令和元年８月 16 日

国立大学法人北見工業大学
契約担当役 三枝 広人

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、28
 借入件名及び数量 認証統合型キャンパス
ネットワークシステム（再リース） 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年９月26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「技術的理由によ
る競争の不存在」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
興銀リース株式会社

５ 担当部門 〒0908507 北海道北見市公園町
165 国立大学法人北見工業大学財務課係長（契
約担当） 原 勇介 電話0157269123
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 28

 Nature and quantity of the products to be

rent : Campus network system combined

with an integrated authentication 1 Set

 Expected date of the contract award : 26

September, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Absence

of Competition for Technical Reasons

 Contact point for the notice : Yusuke

Hara, Contract Section, Finance Division,

National University Corporation Kitami In‑

stitute of Technology, 165 Koen‑cho

Kitami‑shi, Hokkaido 0908507 Japan,
TEL 0157269123

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 16 日

国立大学法人東京医科歯科大学
学長 吉澤 靖之

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 購入等件名及び数量 新生児集中治療支援
システム 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年９月26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「技術的理由によ
る競争の不存在」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
日本光電工業株式会社

５ 担当部門 〒1138519 東京都文京区湯島
１５45 東京医科歯科大学医学部附属病院
管理課用度係 後藤 啓太 電話035803
5110
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Neonatal Intensive Care sup‑

port system 1 Set

 Expected date of the contract award : 26

September, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Absence

of Competition for Technical Reasons

 Contact point for the notice : Keita Goto,

Administration Section, Administration Di‑

vision, Medical Hospital, Tokyo Medical

and Dental University, 1545 Yushima
Bunkyo‑ku Tokyo 1138519 Japan, TEL
0358035110

７ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Introduction of software and data

migration of enterprise development sup‑

port server equipment

 Expected date of the contract award : 6

September 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

〇第２号（№２）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に関する事項 作業実績工数取
得・集計ツールとNotes保守における作業の
委託

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 16 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
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に関する事項 業務処理系開発支
援サーバ機器ソフトウェアの導入及びデータ
移行の委託

２ 随意契約の予定日 令和元年９月６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
日本アイ・ビー・エム株式会社

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
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