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４ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products to be

purchased : server and others 1 set

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 4 : 00 P.M. 6 November 2019

 Contact point for the notice : Nobuo Shoji

Assistant Manager, Contract and Credit

Division, Accounting and Finance Departm‑

ent, West Nippon Expressway Company

Limited, 1620 Dojima, Kita‑ku, Osaka
City, Osaka Prefecture 5300003 Japan,
TEL 0663449239

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 16 日
国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所
契約担当役 研究支援部長 反町 耕記

◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
〇2019 播磨第 34 号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 大面積ＣＭＯＳロ
ジックチップ 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11月13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
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式
会社
５ 問い合わせ先 〒6795148 兵庫県佐用郡佐
用町光都１丁目１番１号 国立研究開発法人理
化学研究所播磨事業所研究支援部契約課 岩下
仁 ＴＥＬ0791580063

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Large Area CMOS Logic Chips

1 set

 Expected date of the contract award : 13,

Nov, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the agreement on

government procurement : d Interchan‑

geability

 Contact point for the notice : Hitoshi

Iwashita, Harima Contracts Section, of

Harima Administrative Division, RIKEN

Harima Branch, 111, Kouto, Sayo‑cho,
Sayo‑gun, Hyogo, 6795148, Japan, TEL
0791580063.

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 16 日
独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構
契約職 理事長代理 中村 貴志

◎調達機関番号 602 ◎所在地番号 14
〇第 18 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 特殊車両通行許可等
業務支援システム改修業務（令和元年度）
一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11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 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
株式会社建設技術研究所

５ 担当部局 〒2200011 神奈川県横浜市西区
高島１１２ 横浜三井ビルディング 独立
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 経
理部経理課 小池 和行 電話0452285964
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required Repair work of Special vehicle

traffic permissionand illegal vehicle control

business assistant system 1 set

 Expected date of the contract award : 5th

Nobember 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 : Kazuyuki

Koike, Finance Department Accounting Di‑

vision, Japan Expressway Holding and

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 16 日
国立大学法人静岡大学
契約担当役 財務施設部長 内藤 秀人

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 22
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 静岡大学静岡キャン
パスで使用するガス 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年11月15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
静岡ガス株式会社

５ 担当部門 〒4228529 静岡市駿河区大谷
836 静岡大学財務施設部契約課契約第二係
山田 恵子 電話0542384433
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Gas to be consumed at Shi‑

zuoka Campus of Shizuoka University 1 Set

 Expected date of the contract award : 15

November, 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 : Keiko

Yamada, The Second Purchasing Unit, Pur‑

chasing Section, Financial and Facilities

Affairs Division, Shizuoka University, 836

Ohya Suruga‑ku Shizuoka‑shi 4228529 Ja‑
pan, TEL 0542384433

意見招請に関する公示
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年 10 月 16 日

国立大学法人神戸大学
契約担当役 理事 加藤 健

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
〇第８号
１ 調達内容
 品目分類番号 20
 購入等物品及び数量 練習船 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年11月18日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒6578501 神戸市灘区六甲台町
１１ 神戸大学財務部経理調達課経理調達
グループ 長濱 頼久 電話0788035404

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年10月16日から令和元年
11月18日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 令和元年10月30日10時00分
 開催場所 神戸大学海事科学研究科事務棟
２階第四会議室

５ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 20

 Nature and quantity of the products to be

manufacturd : Training Ship 1 Set

 Time limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 18November, 2019
 Contact point for the notice : Nagahama

Yorihisa, Finance Department, Accounting

and Procurement Division, Kobe Universi‑

ty, 11 Rokkodai‑cho Nada‑ku Kobe‑shi
6578501 Japan, TEL 0788035404

Debt Repayment Agency, 112 Ta‑
kashima, Nishi‑ku, Yokohama‑shi, Ka‑

nagawa‑ken, 2200011 Japan. TEL 045
2285964
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