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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 10 月 14 日

支出負担行為担当官
総務省統計局長 佐伯 修司

◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 購入等件名及び数量 令和３年経済センサ
ス活動調査の広報に関する総合企画の実施
業務 一式

２ 随意契約予定日 令和２年11月４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
株式会社博報堂

５ 担当部局 〒1628668 東京都新宿区若松町
19番１号総務省第二庁舎 総務省統計局総務課
支出負担行為係 谷山 電話0352731122
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the services to be

required : Advertising services for the 2021

Economic Census for Business Activity 1

set.

 Expected date of the contract award : 4

November 2020.

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Protec‑

tion of Exclusive Right.

 Contact point for the notice :

TANIYAMA, Contract Unit, General Af‑

fairs Division, Statistics Bureau, Ministry

of Internal Affairs and Communications,

191 Wakamatsu‑cho Shinjuku‑ku, Tokyo
1628668 Japan TEL 0352731122.

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 10 月 14 日

支出負担行為担当官
九州地方整備局長 村山 一弥

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
令和２３年度 基幹系サーバ１式賃貸借

２ 随意契約の予定日 令和２年11月９日
３ 随意契約によることにする「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ＪＥＣＣ

５ 担当部局 〒8120013 福岡県福岡市博多区
博多駅東２丁目10番７号 国土交通省九州地方
整備局 総務部契約課購買係 田原まゆみ 電
話0924716331（内線2537）
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Subject matter of service : Lease of core

system server 1 set

 Expected date of the contract award : 9

November, 2020

 Reasons for the use of the single tender‑

ing procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : d In‑

terchangeability

 Contact point for the notice : TAHARA

Mayumi Purchase Section, Contract Divi‑

sion, General Affairs Department, Kyusyu

Regional Development Bureau, Ministry of

Land, Infrastructure Transport and Tour‑

ism, 2107, Hakataekihigashi, Haka‑
taKu, Fukuoka‑shi, Fukuoka Prefecture,

8120013 Japan. TEL 0924716331 ex.
2537

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 10 月 14 日

国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事 井上 知義

◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 15、28
 購入等件名及び数量
 屋内電波伝搬動線自動測定評価装置 一
式
 電波模擬統合プラットフォーム基礎評価
装置 アナログデジタル入出力インタフェ
イス部 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月24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
 株式会社アイ･エス･ビー
 株式会社リープエムケイ
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

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 10 月 14 日

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 本西 正人

◎調達機関番号 127 ◎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 公庫共通基盤の拡張
（コロナ禍リソース増設） 一式

２ 随意契約の予定日 令和２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 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 〒1000004 東京都千代田区大手
町１９４ 株式会社日本政策金融公庫管財
部契約課 都丸 勝己 電話0332701552
６ Summary

 Classification of the products to be Pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Development and other agree‑

ment to add hardware for Private cloud en‑

vironment, 1 set

 Expected date of the contract award No‑

vember 5, 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 : TOMARU

Katsuki, Property Administration Depart‑

ment, Japan Finance Corporation, 194
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
Japan. Tel 0332701552

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 28

 Nature and quantity of the products to be

purchased :

 Automated evaluation system for in‑

door radio propagation conditions includ‑

ing human mobility, 1 set

 Fundamental Evaluation Platform for

Radio Emulation : Analog‑Digital In‑

terface, 1 set

 Expected date of the contract award : 24

November 2020

 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 : 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
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