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 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 :

WATANABE Ryo, Procurement Section,

Finance Division, Minister's Secretariat,

Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki
Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan 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 10 月 21 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
敦賀廃止措置実証部門
敦賀廃止措置実証本部

事業管理部長 青木 寧
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 18
〇第 024707２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 モニタリングポスト
無線伝送装置の更新１式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月27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
富士電機株式会社

５ 担当部局 〒9148585 福井県敦賀市木崎65
号20番 国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部調達
課 電話0770215025 内線80379602
６ Summary

 Classification of the Products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

manufactured : Replace of wireless trans‑

mission equipment at monitoring posts, 1

set

 Expected date of the contract award : 27

November 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 : Purchasing

Section, Administration Department, Head

Office of Tsuruga Decommissioning Dem‑

onstration, Japan Atomic Energy Agency

6520, Kizaki, Tsuruga‑shi, Fukui‑ken
9148585 Japan TEL 0770215025 ex.
80379602

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 21 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構
旭川医療センター院長 西村 英夫

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 01
〇第２号（№２）
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 独立行政法人国立病
院機構旭川医療センター内で使用するガス
予定数量 710000

２ 随意契約の予定日 令和２年11月20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
旭川ガス株式会社

５ 担当部局 〒0708644 北海道旭川市花咲町
７丁目4048番地 業務班長 鈴木 喜智 電話
0166513161 内線6351
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Gas to be used in National Hos‑

pital Organization Asahikawa Medical

Center. The estimated Gas 710,000
 Expected date of the contract award No‑

vember 20, 2020

 Reasons for the use of single tendering

procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : b Ab‑

sence of competition for Technical Rea‑

sons

 Contact point for the notice : Yoshitomo

Suzuki, Planning Section Chief, National

Hospital Organization Asahikawa Medical

Center, 74048, Hanasaki‑cho, Asahikawa‑
shi, Hokkaido, 0708644, Japan. TEL
0166513161 ext.6351

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 21 日
国立大学法人北海道大学総長 寳金 清博

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 Nature Journals及
びAcademic Journalsの利用 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月11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
シュプリンガーネイチャー カスタマーサー
ビスセンター ゲーエムベーハー
５ 担当部門 〒0600808 札幌市北区北８条西
５丁目 北海道大学附属図書館管理課係長（雑
誌受入担当） 細井真弓美 電話011706
4744
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Use of Nature Journals, Aca‑

demic Journals 1 Set

 Expected date of the contract award : 11

November, 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 : HOSOI

Mayumi, Serials section, Management Divi‑

sion, Library, Hokkaido University, Kita 8

Nishi 5 Kita‑ku Sapporo‑shi 0600808 Ja‑
pan, TEL 0117064744

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 21 日
契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構

総務部門長 松木 秀彰
◎調達機関番号 802 ◎所在地番号 08
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 構内ネットワーク関
連機器再リース及び運用保守サービス 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年12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
東日本電信電話株式会社・株式会社ＪＥＣＣ

５ 担当部局 〒3050047 茨城県つくば市千現
１２１ 国立研究開発法人物質・材料研究
機構 総務部門調達室 木村 聡 電話
0298592330
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Re‑lease agreement and opera‑

tion／maintenance service for network
equipments 1 Set

 Expected date of the contract award : De‑

cember 1, 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 : Satoshi

KIMURA, TEL 0298592330 Contract
Section, General Affairs Office, National

Institute for Materials Science, 121
Sengen, Tsukuba‑shi, Ibaraki, 3050047
Japan
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