
随 意 契 約
令
和

年


月


日
木
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第



号
)

官
報

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 29 日
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 松田 和男

◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 67、29
 購入等件名及び数量 静止衛星監視設備の
Ku帯固定アンテナ１ ホーンカバー等の修
繕等の請負 １式

２ 随意契約の予定日 令和２年12月８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
三菱電気株式会社

５ 担当部局 〒1008926 東京都千代田区霞が
関二丁目１番２号 総務省大臣官房会計課契約
第二係 担当 池田 昭 電話035253
5132
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 67, 29

 Nature and quantity of the services to be

required : Contract for repair of Ku‑band

fixed antenna 1 horn cover, etc. for GSO

Satellite Spectrum Monitoring Facility 1

Set.

 Expected date of the contract award : 8

December 2020

 Reasons for the use single tendering po‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Interc‑

hangeability

 Contact point for the notice : Ikeda

Akira, Accounts Division, Minister's Sec‑

retariat, Ministry of Internal Affairs and

Communications, 12 Kasumigaseki 2‑
Chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008926 Japan
TEL 0352535132

〇第２号（№２）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 法制執務業務支援シ
ステム（ｅＬＡＷＳ）における法令用例Ａ
Ｉ検索機能の技術調査及びプロトタイプ開発
役務 １式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月18日
３及び５ 第１号の３及び５に同じ。
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社コンフィック

６ Summary
 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be

required : Technical research and prototype

development for the e‑Legislative Activity

and Work Support System (e‑LAWS) with

its AI search function 1 Set.
 Expected date of the contract award : 18

November 2020
 and the same with the notice above

(No. 1)

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 29 日
契約担当役 独立行政法人統計センター

理事長 笹島 誉行
◎調達機関番号 560 ◎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 政府統計オンライン
サポートシステムの改修業務 一式

２ 随意契約予定日 令和２年11月18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「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
三菱スペース・ソフトウェア株式会社

５ 担当部局 〒1628668 東京都新宿区若松町
19１ 独立行政法人統計センター総務部財務
課調達係 松藤 電話0352731219
６ Summary
 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takayuki Sasajima, Di‑

rector General, National Statistics Center.
 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Improvement of the Government

statistics online support System 1 set.

 Expected date of the contract award : 18

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 : Matsufuji,

Procurement Section, Financial Affairs Di‑

vision, General Affairs Department, Na‑

tional Statistics Center, 191 Wakamatsu‑
cho, Shinjuku‑ku Tokyo Japan 1628668
TEL 0352731219.

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 29 日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事 植嶋 卓巳

◎調達機関番号 567 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 外貨債権管理システム
のＬＩＢＯＲ廃止対応のための追加開発
（2020年度、2021年度） 一式

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
日鉄ソリューションズ株式会社

５ 担当部局 〒1028012 東京都千代田区二番
町５25二番町センタービル 独立行政法人国
際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課 電
話0352266609
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Additional development of the

Foreign Currency Loan Management Sys‑

tem for LIBOR transition to Alternative

Reference Rates (JFY2020, 2021), 1 set

 Expected date of the contract award :

Nov. 20, 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 notice : Contract Man‑
agement Division 3, Operations Support De‑
partment, Japan International Cooperation
Agency, Niban‑cho Center Building, 525,
Niban‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 1028012
Japan, Tel. 0352266609

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 29 日
契約責任者 東日本高速道路株式会社

東北支社長 八木 樹
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 04
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入等件名及び数量 「令和３・４年度
東北支社管内レシート発行方式料金収受機械
の調達」 更新用料金収受機械 61台

２ 随意契約の予定日 令和２年11月19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
三菱重工機械システム株式会社

５ 担当部局 〒9800021 宮城県仙台市青葉区
中央３２１ 青葉通プラザ 東日本高速道
路株式会社 東北支社 技術部 調達契約課
課長代理 菊地 慎司 電話0222171726
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 16
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Toll collection machine 61 sets
 Expected date of the contract award : 19
November, 2020
 Reasons for the use of single tendering
procedures as provided for in the Agree‑
ment on Government Procurement : b Pro‑
tection of Exclusive Rights
 Contact point for tender documentation :
KIKUCHI Shinji, Deputy Manager of Pro‑
curement ＆ Contract Section, Techno‑
logy ＆ Procurement Department, Tohoku
Regional Head Office, East Nippon Ex‑
pressway Company Limited 321, Chuo,
Aoba‑ku, Sendai City, Miyagi Prefecture,
9800021 Japan TEL 0222171726
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