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２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和３年10月25日17時00
分（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒2398585 神奈川県横須賀市野
比５１１ 独立行政法人国立特別支援教
育総合研究所総務部財務課契約係 原 吉
見 電話0468396823

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和３年10月４日から令和３年
10月25日まで。
 交付場所 電子ファイルを配布するので、
a-keiyaku@nise.go.jpあてに請求すること。

４ 仕様書案の説明会
 開催日時 令和３年10月13日14時00分
 開催場所 オンライン開催のため、参加希
望者は令和３年10月13日11時00分までに、
a-keiyaku@nise.go.jpあてに申し込みを行う
こと。

５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Information Infrastructure Sys‑

tem Services 1 set

 Time limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 25, October, 2021

 Contact point for the notice : Yoshimi

Hara, Procurement Section, Financial Af‑

fairs Division, General Affairs Department,

National Institute of Special Needs Educa‑

tion, 511 Nobi Yokosuka‑shi Kana‑
gawa 2398585 Japan, TEL 046839
6823

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 10 月４日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 横島 直彦

◎調達機関番号 019 ◎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

令和３年度経済産業省デジタルプラット
フォーム構築事業（化学兵器の禁止及び特定
物質の規制等に関する法律の電子届出システ
ム構築事業） 一式

２ 随意契約の予定日 令和３年10月25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
株式会社ビー・エス・デーインフォメーショ
ンテクノロジー
５ 担当部局 〒1008901 東京都千代田区霞が
関１３１ 経済産業省大臣官房会計課契約
担当 小番美奈子 電話0335011616（ダイ
ヤルイン）
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the Services to be

required : 2021fy Project to construct a digi‑

tal platform of the Ministry of Economy,

Trade and Industry (Project to develop

electronic notification system for the Act

on Prohibition of Chemical Weapons and

Control, etc. of Specific Chemicals) 1 Set.

 Expected date of the contract award :

October 25, 2021

 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 : KOTSU‑

GAI Minako, Budget and Accounts Divi‑

sion, Minister's Secretariat, Ministry of

Economy, Trade and Industry 131 Ka‑
sumigaseki, Chiyoda‑ku, Tokyo 1008901
Japan TEL 0335011616

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 10 月４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

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 10 月４日
契約責任者
西日本高速道路株式会社関西支社
大阪高速道路事務所長 浜田 文年

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 10 月４日
契約責任者
西日本高速道路株式会社関西支社
大阪高速道路事務所長 浜田 文年

◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
１ 調達内容
 品目分類番号 78
 購入等件名及び数量 令和３年度 大阪高
速道路事務所管内 低濃度（旧高濃度）ＰＣ
Ｂ廃棄物収集運搬及び処分業務

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 04
１ 調達内容
 品目分類番号 ９
 購入等件名及び数量 令和３年度 山形・
仙台東管内凍結防止剤積込機材購入 14台

２ 随意契約の予定日 令和３年10月29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
株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道

５ 担当部局 〒9838477 宮城県仙台市宮城野
区榴岡１１１ ＪＲ仙台イーストゲートビ
ル12階 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 清野 伸樹
電話0223957574 電子メールアドレス
ki-r-tohoku@e-nexco.co.jp

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 9

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Antifreeze loading equipment

14 units

 Expected date of the contract award : 29

October, 2021

 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 tender documentation :

KIYONO Nobuki, Deputy Manager of Pro‑

curement ＆ Contract Section, Technol‑

ogy ＆ Procurement Department, Tohoku
Regional Head Office, East Nippon Ex‑

pressway Company Limited 111, Tsut‑
sujigaoka, Miyagino‑ku, Sendai City,

Miyagi Prefecture, 9838477 Japan TEL
0223957574
E‑mail : ki-r-tohoku@e-nexco.co.jp

◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
１ 調達内容
 品目分類番号 78
 購入等件名及び数量 令和３年度 大阪高
速道路事務所管内 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集
運搬及び処分業務

２ 随意契約の予定日 令和３年10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 ｂ「排他的権利の保
護」
４ 担当部署 〒5670043 大阪府茨木市大字小
坪井52712 西日本高速道路株式会社関西支
社 大阪高速道路事務所 総務課 課長 村上
裕一 電話0668774855

５ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 78

 Nature and quantity of the services to be

required : Low Concentration PCB waste

collection and disposal business in the fiscal

2021 Osaka Expressway office

 Expected date of the contract award : 27

October 2021

 Reasons for the use of the single tender‑

ing procedures as provided for in the agree‑

ment on Government Procurement : b Pro‑

tection of Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Yuichi

Murakami Section chief, General affairs

section, Osaka Expressway Office, Kansai

Branch, West Nippon Expressway

Company Limited, 52712, Kotsuboi,
Ibaraki City, Osaka Prefecture 5670043
Japan TEL 0668774855
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