(号外政府調達第  号)

報
官
火曜日
平成  年  月  日


◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 15
 借入物品及び数量 南極昭和基地向け衛星
通信回線 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成28年７月22日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1908518 東京都立川市緑町
10３ 大学共同利用機関法人情報・システ
ム研究機構極地研・統数研統合事務部共通事
務センター契約担当 辻井憲太郎 電話
0425120620
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成28年６月21日から平成28年
７月22日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 平成28年７月１日15時00分
 開催場所 国立極地研究所 ２階 中会議
室２（Ｃ201）
５ 下請けとなる関心表明の方法
 関心表明書の提出期限 平成28年７月15日
17時00分
 提出先 上記２に同じ。
 上記により申し出があった者の名簿を大学
共同利用機関法人情報・システム研究機構極
地研・統数研統合事務部共通事務センターに
おいて公表する。
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 15
 Nature and quantity of the products to be
rent : Satellite Communication Channel to
Syowa Station Antarctica 1 Set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 17 : 00 22 July, 2016
 Contact point for the notice : Kentaro
Tsujii, Supplies Section, Accounting Divi‑
sion, National Institute of Polar Research,
Research Organization of Information and
Systems, 103, Midori‑cho, Tachikawa‑shi,
Tokyo, 1908518 Japan, TEL 042512
0620

随意契約
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。
平成 28 年６月 21 日
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長 志水 史雄
◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
〇第 66 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 情報セキュリティ強
化のための人事給与関係業務システムのアー
キテクチャ更新等業務一式
２ 随意契約の予定日 平成28年７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「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
㈱日立製作所
５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
関２２１ 外務省大臣官房情報通信課 大
崎 友介 電話0335803311 内線4750
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 71, 27
Nature and quantity of the services to be
required : Customizing for computer sys‑
tem : 1 set.
 Expected data of the contract award :
July 11, 2016
 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 : Yusuke
Osaki, Information and Communications
Division, Ministers Secretariat, Ministry of
Foreign Affairs 221 Kasumigaseki,
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008919 Japan. TEL.
0335803311 Ext. 4750


◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
次のとおり随意契約について公示します。
 品目分類番号 73
平成 28 年６月 21 日
 購入等件名及び数量 防災教育及び河川教
支出負担行為担当官
育の普及・展開に関する広報検討業務 一式
国土交通省水管理・国土保全局長
２ 随意契約の予定日 平成28年７月11日
山田 邦博
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
１ 調達内容
護」
 品目分類番号 73
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 購入等件名及び数量 防災施策に関する広
公益財団法人 河川財団
報資料の検討・作業業務 一式
５ 担当部局 〒1008918 東京都千代田区霞が
２ 随意契約の予定日 平成28年７月11日
関２１３ 国土交通省水管理・国土保全局
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
防災課企画係長 天井 洋平 電話035253
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
8111（内線35742）
護」
６
Summary
４ 随意契約を予定している相手方の名称

Classification of the services to be pro‑
復建調査設計株式会社
cured : 73
５ 担当部局 〒1008918 東京都千代田区霞が
 Nature and quantity of the services to be
関２１３ 国土交通省水管理・国土保全局
required : The Public relations for promo‑
防災課企画係長 天井 洋平 電話035253
tion of education on disaster prevention and
8111（内線35742）
river environment 1 set
６ Summary
 Expected date of the contract award : 11
 Classification of the services to be pro‑
July, 2016
cured : 73
 Nature and quantity of the services to be
 Reason for the use of the single tendering
required : Creation of public relations ma‑
procedures as provided for in the Agree‑
terial to promote the policy of disaster pre‑
ment on Government Procurement : b Pro‑
vention 1 set
tection of Exclusive Rights
 Expected date of the contract award : 11
 Contact point for the notice : Yohei
July, 2016
Amai, Disaster Prevention Division, Water
 Reason for the use of the single tendering
and Disaster Management Bureau, Minis‑
procedures as provided for in the Agree‑
try of Land, Infrastructure, Transport and
ment on Government Procurement : b Pro‑
Tourism, 213 Kasumigaseki Chiyoda‑
tection of Exclusive Rights
Ku Tokyo 1008918 Japan. TEL 03
 Contact point for the notice : Yohei
52538111 ex. 35742
Amai, Disaster Prevention Division, Water
and Disaster Management Bureau, Minis‑
随意契約に関する公示
try of Land, Infrastructure, Transport and
次のとおり随意契約について公示します。
Tourism, 213 Kasumigaseki Chiyoda‑
平成 28 年６月 21 日
Ku Tokyo 1008918 Japan. TEL 03
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
52538111 ex. 35742
岩国医療センター院長 竹内 仁司
随意契約に関する公示
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 35
〇第 11610 号
次のとおり随意契約について公示します。
１ 調達内容
平成 28 年６月 21 日
 品目分類番号 77
支出負担行為担当官
 購入等件名及び数量 血管連続撮影装置保
国土交通省水管理・国土保全局長
守 一式
山田 邦博

随意契約に関する公示

