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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２年８月 11 日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長 北岡 克哉

◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
〇第 258 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 出入国管理業務個人
識別情報システムの更新に伴う乗員上陸許可
支援システム等の検証等作業の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年８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
日本電気株式会社

５ 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
係 渡辺 亮 電話0335804128
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Verification work for Crew

Member's Landing Permit Support System

etc. for renovation of Japan Biometric Iden‑

tification System, 1 set

 Expected date of the contract award : 31

August, 2020

 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 : WATA‑

NABE Ryo, Procurement Section, Finance

Division, Minister's Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo, 1008977, Japan TEL 033580
4128

〇第 259 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 日本語教育機関の告
示基準に基づく各種報告の電子化に係る受入
機関データベースシステムの改修作業の請負
一式

２ 随意契約の予定日 令和２年８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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

５ 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
係 渡辺 亮 電話0335804128
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Renovation work of Accepting

Organization Database System pertaining

to online systematization of report by Japa‑

nese language school, 1 set

 Expected date of the contract award : 31

August, 2020

 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 : WATA‑

NABE Ryo, Procurement Section, Finance

Division, Minister's Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo, 1008977, Japan TEL 033580
4128

〇第 261 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入件名及び数量 法務省統合情報基盤の
リモートデスクトップサービス環境の増強に
関する整備・運用支援業務の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年８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 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 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達係
加藤 英二 電話0335804128
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Construction and operation re‑

garding reinforcement of remote desktop

service for Basic and Advanced Secure En‑

vironment, 1 set

 Expected date of the contract award : 31

August 2020

 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 : KATO Eiji,

Procurement Section, Finance Divivion,

Minister's Secretariat, Ministry of Justice,

111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku, Tokyo,
Japan 1008977 TEL 0335804128

〇第 262 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入件名及び数量 法務省統合情報基盤の
リモートアクセスネットワークの増強に関す
る整備・運用支援業務の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年８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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
ＫＤＤＩ株式会社

５ 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達係
加藤 英二 電話0335804128

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Construction and operation re‑

garding reinforcement of remote access ne‑

twork for Basic and Advanced Secure Envi‑

ronment, 1 set

 Expected date of the contract award : 31

August 2020

 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 : KATO Eiji,

Procurement Section, Finance Divivion,

Minister's Secretariat, Ministry of Justice,

111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku, Tokyo,
Japan 1008977 TEL 0335804128

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２年８月 11 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房参事官 伊藤 隆行

◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 借入件名及び数量 令和２年度原子力規制
委員会ネットワークシステムの賃貸借及び運
用・保守業務

２ 随意契約の予定日 令和２年９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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称

日本電気株式会社及びＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会社
５ 担当部局 〒1068450 東京都港区六本木１
丁目９番９号（六本木ファーストビル５階）
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課
島添 憲治 電話：（03）51142130
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