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５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Standardization of statistical me‑

tadata 1 set.

 Time limit for the submission of com‑

ments : 12 : 00 AM 30 June 2021

 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

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Support for enhancement of Ja‑

pan Search 1 set

 Expected date of the contract award :

July 1, 2021

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３年６月 10 日
支出負担行為担当官
国立国会図書館
総務部副部長会計課長事務取扱

松山 健二
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 ジャパンサーチの改善
等支援作業 １式

２ 随意契約の予定日 令和３年７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 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ＣＹＭＥＳ

５ 担当部局 〒1008924 東京都千代田区永田
町１10１ 国立国会図書館総務部会計課調
達係 小笠原由記 電話0335810714

 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 : OGASA‑

WARA Yoshiki, Procurement Section, Ac‑

counts Division, Administrative Departm‑

ent, National Diet Library, 1101 Na‑
gatacho, Chiyoda‑ku, Tokyo 1008924 Ja‑
pan TEL 0335810714

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３年６月 10 日
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 金子 昇一
◎調達機関番号 007 ◎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年度国際広報
キャンペーンテーマ「我が国のカーボン
ニュートラル政策等に対する国際的な理解・
信認を高めることを目的とした国際広報」
（様々な広報手段を用いた戦略的かつ機動的
国際広報の実施）に係る政府広報の実施業務

２ 随意契約の予定日 令和３年７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 ｂ「排他的権利の保
護」
４ 契約を予定している相手方の名称
株式会社電通

５ 担当部局 〒1008914 東京都千代田区永田
町１６１ 内閣府大臣官房会計課契約第２
係 内藤 ゆい 電話0352532111 内線
82324

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３年６月 10 日
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長 岡野結城子

◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
〇第 59 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 旅券発給管理システ
ム：失効旅券情報ＩＣＰＯ連携対応

２ 随意契約の予定日 令和３年６月30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
富士通㈱

５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
関２２１ 外務省領事局旅券課 鹿野 欣
広 電話0335803311 内線4401
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Operation and Management for

the Consul Operational information system

1 unit

 Expected date of the contract award :

June 30, 2021

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３年６月 10 日

中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 宮池 克人

◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 調達役務 令和３年度複合機等出力サービ
ス提供業務 一式
※トナー・保守等を含む
なお、数量はおおよその規模を示すもの
であり、入札公告時に変更となる可能性が
ある。

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和３年６月30日16時00
分（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒4600003 名古屋市中区錦２
1819 中日本高速道路株式会社 名古屋支
社 総務企画部・契約課 電話052222
1209

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和３年６月10日から令和３年
６月30日まで
 交付場所 上記２に連絡のこと
４ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products and

services to be required : Copying service

contract

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 16 : 00 June 30, 2021

 Contact point for the notice : Contract di‑

vision, General Affairs and Corporate St‑

rategy Department, Nagoya Branch, Cen‑

tral Nippon Expressway Company Limited

21819, Nishiki, Naka‑ku, Nagoya City,
4600003, Japan, TEL 0522221209

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Strategic global communication for Ja‑

pan's strategic messaging (FY2021)

 Expected date of the contract award : 1

July 2021

 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 the notice : NAITO

Yui, Contract 2 Section, Accounts Division,

Minister's Secretariat, Cabinet Office,

161 Nagata‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo
1008914 Japan. TEL 0352532111 Ext.
82324
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