

令和  年  月  日

火曜日

官

報

(号外政府調達第  号)



Reasons for the use of single tendering
procedures as provided for in the Agree‑
ment on Government Procurement : c Ex‑
treme Urgency
 Contact point for the notice : Mina Kozu,
Staff, Accounting Division, National Hospi‑
tal Organization Sendai Medical Center,
21112 Miyagino Miyagino‑ku Sendai‑
shi Miyagi‑ken 9838520, Japan. TEL
0222931111



Contact point for the notice : Hirosuke
Sasaki/ Yuika Kamata, Planning and Coor‑
dination Division, Department of Asbestos‑
related Health Damage Relief, the En‑
vironmental Restoration and Conservation
Agency of Japan, 1310, Omiya‑cho, Saiwai‑
ku, Kawasaki, Kanagawa, 2128554, Ja‑
pan, TEL 0445209614

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８日
日本郵政株式会社
次のとおり随意契約について公示します。
代表執行役社長 増田 寬也
令和３年６月８日
◎調達機関番号
431 ◎所在地番号 13
独立行政法人環境再生保全機構
１
調達内容
契約担当職 真下 秀明
 品目分類番号 73
◎調達機関番号 589 ◎所在地番号 14
 随意契約に付する事項
１ 調達内容
テレビ番組提供の委託
 品目分類番号 73
２ 随意契約の予定日 令和３年６月28日
 購入等件名及び数量 令和３年度石綿健康
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
被害救済制度に関する広報業務 一式
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
２ 随意契約の予定日 令和３年８月24日
護」
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
４ 随意契約を予定している相手方の名称
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
株式会社電通
護」
５ 担当部局 〒1008791 東京都千代田区大手
４ 随意契約を予定している相手方の名称
町二丁目３番１号 日本郵政株式会社総務部調
企画競争により決定
達室 遠藤 健一 電話：0334770107
５ 担当部署 〒2128554 神奈川県川崎市幸区
６ Summary
大宮町1310番 独立行政法人環境再生保全機構
 Classification of the services to be pro‑
石綿健康被害救済部 企画調整課 佐々木裕
cured : 73
介、鎌田 結花 電話0445209614
 Nature and quantity of the services to be
６ Summary
required : Consignment of TV programs
 Classification of the services to be pro‑
offer
cured : 73
 Expected date of the contract award : 28
 Nature and quantity of the services to be
June 2021
required : Advertisements on the Asbestos
 Reasons for theuse single tendering pro‑
Health Damage Relief system in FY 2021, 1
cedures as provided for in the Agreement
set
on Government Procurement : b Protec‑
 Expested date of the contract award : 24
tion of Exclusive Rights
August 2021
 Contact point for the notice : ENDO Ke‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
nichi, Procurement department, JAPAN
cedures as provided for in the Agreement
POST HOLDINGS Co., LTD. 31 Ote‑
on Government Procurement : b Protection
machi 2‑chome Chiyoda‑ku, Tokyo 100
8791 Japan. TEL 0334770107
of Exclusive Rights

随意契約に関する公示

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。

次のとおり随意契約について公示します。

令和３年６月８日

令和３年６月８日

契約責任者

契約責任者

株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役
◎調達機関番号

431

株式会社ゆうちょ銀行

福岡

◎所在地番号

伸博

常務執行役

13

◎調達機関番号

〇第１号（№１）
１

１



品目分類番号



随意契約に付する事項



品目分類番号



随意契約に付する事項

ＪＣサポートシス

随意契約の予定日

３

随意契約によることとする「政府調達に関す

令和３年６月29日

る協定」の規定上の理由

随意契約の予定日

３

随意契約によることとする「政府調達に関す

二丁目３番１号大手町プレイスウエストタワー

５

担当部

洋一

電

話0334771710
Summary


Classification of the services to be pro‑

株式会社ゆうちょ銀行コーポレートスタッフ
部門総務部（契約担当）担当

Nature and quantity of the services to be

６

Classification of the services to be pro‑



Nature and quantity of the services to be
required : Service life extension of Soft‑
ware Development Support System



Reasons for the use single tendering pro‑

Expected date of the Contract award : 29

June 2021

June 2021


電

cured : 71, 27

system, etc.
Expected date of the Contract award : 29

洋一

Summary


required : Support for operating JC support


花澤

話0334771710

cured : 71, 27


〒1008793 東京都千代田区大手町

二丁目３番１号大手町プレイスウエストタワー

株式会社ゆうちょ銀行コーポレートスタッフ
花澤

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称
三井情報株式会社

〒1008793 東京都千代田区大手町

部門総務部（契約担当）担当

令和３年６月29日

る協定」の規定上の理由
４

東芝デジタルソリューションズ株式会社

６

開発支援システム

２

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称
担当部

71、27

の延伸

２

５

伸博

13

調達内容

71、27

テムに係る運営支援等

４

福岡

◎所在地番号

〇第１号（№１）

調達内容

随意契約に関する公示

431



Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Interc‑

on Government Procurement : d Interc‑
hangeability

hangeability


Contact Point for the notice : Youichi Ha‑



Contact Point for the notice : Youichi Ha‑

nazawa, General Affairs Department, Cor‑

nazawa, General Affairs Department, Cor‑

porate Administration Division, JAPAN

porate Administration Division, JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku

Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku

Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477

Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477

1710

1710

