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◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
〇第 509 号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、29
 購入等件名及び数量
ＩＰＲ形ＩＰ移動通信システム改修役務

２ 随意契約の予定日 令和元年11月22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
パナソニックシステムソリューションズジャ
パン株式会社
５ 担当部局 〒1008974 東京都千代田区霞が
関２１２ 警察庁長官官房会計課調達係
土橋喜巳治 電話0335810141 内線2298
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 29

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Repair of IPR IP Mobile Com‑

munication System

 Expected date of the contract award : 22,

November 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 : Kimiharu

Dobashi, Finance Division, Commissioner‑

General's Secretariat, National Police

Agency, 212 Kasumigaseki Chiyoda‑ku
Tokyo 1008974 Japan. TEL 033581
0141 ext. 2298

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 10 月 11 日

支出負担行為担当官
東北森林管理局長 小島 孝文

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 05
１ 調達内容
 品目分類番号 78
 購入等件名及び数量
東北森林管理局青森事務所保管のＰＣＢ廃
棄物（安定器及び感圧複写紙）処理 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11月１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
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道Ｐ
ＣＢ処理事業所
５ 担当部局 〒0108550 秋田県秋田市中通
５９16 東北森林管理局総務企画部総務課
課長補佐（福利厚生）髙橋 良次 電話018
8362062
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 78

 Nature and quantity of the services to be

required : PCB waste disposal treatment

 Expected date of the contract award : 1

November, 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 : Yoshitsugu

Takahashi Assistant Director Administra‑

tion Division General Affairs and Planning

Department Tohoku Regional Forest Of‑

fice 5916 Nakadori Akita‑shi Akita
0108550 Japan. TEL 0188362062

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 10 月 11 日

国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事 田尻 信行

◎調達機関番号 816 ◎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
 20192020年度 外国雑誌電子ジャーナ
ル（ＡＣＭ他）購読契約 一式
 20192020年度 外国雑誌電子ジャーナ
ル（IEL: IEEE／IET Electronic Library
他）購読契約 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年10月31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
 株式会社紀伊國屋書店
 丸善雄松堂株式会社

５ 担当部局 〒1848795 東京都小金井市貫井
北町４２１ 情報通信研究機構財務部契約
室 契約管理グループ 電話0423276115
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased :

 2020 Electronic journals (ACM and ot‑

hers), 1 set

 2020 IEL (IEEE／IET Electronic Li‑
brary and others), 1 set

 Expected date of the contract award : 31

October 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 : Contract

Management Group, Contract Office, Fi‑

nancial Affairs Department, National Insti‑

tute of Information and Communications

Technology, 421 Nukui‑Kitamachi Ko‑
ganei‑shi Tokyo 1848795 Japan TEL
0423276115

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 10 月 11 日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
分任契約担当役 財務部長 松宮 勤生

◎調達機関番号 598 ◎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 「債務者区分基準の
改正等に伴う自己査定システムの改修業務及
び管理支援業務」 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11月１日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規程上の理由 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
富士通株式会社

５ 担当部局 〒1058453 東京都港区虎ノ門
３５１ 虎ノ門37森ビル 独立行政法人中
小企業基盤整備機構財務部調達・管理課 三田
麻起子 電話0354701507
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Upgrading and management sup‑

port on self‑evaluation system pertaining to

the revision of obligator classification cri‑

teria. 1 set

 Expected date of the contract award : 1

November. 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 : Makiko

Mita, Financial Management ＆ Account‑

ing Department, Organization for Small ＆
Medium Enterprises and Regional Innova‑

tion, JAPAN (SMRJ), Toranomon‑No.37

Mori Building, 351, Toranomon, Mi‑
nato‑ku Tokyo 1058453, Japan TEL 03
54701507

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 10 月 11 日
国立大学法人東北大学理事 植木 俊哉

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 04
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 78
 購入等件名及び数量 ポリ塩化ビフェニル
廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託業務
一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11月１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
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
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