
件  名：次世代システムに係るプロジェクト全体管理及び標準化検討の委託（2021 年度 2Q）ほか 3件 
調達機関：かんぽシステムソリューションズ株式会社 
                       
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 1 日 
契約責任者 
かんぽシステムソリューションズ株式会社 
代表取締役社長 井戸 潔 
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13 
 
○第 1号（No.1 ） 
１ 調達内容  
(1)品目分類番号 71、27 
(2)随意契約に関する事項 次世代システムに係る

プロジェクト全体管理及び標準化検討の委託（2021
年度 2Q） 
２ 随意契約の予定日 令和 3年 6 月 22 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 
  アクセンチュア株式会社 
５ 問い合わせ先 〒141-0001 東京都品川区北品川
5 丁目 6番 1 号 大崎ブライトタワー28 階 
かんぽシステムソリューションズ株式会社 
経営管理統括本部 電話 03-6631-0694 

６ Summary 
(1) Classification of the services to be  

procured: 71、27 
(2) Nature and quantity of the services to be  

required:      Consignment of overall 
project management and standardization 
study related to next-generation systems 
(2Q 2021) 

(3) Expected date of the contract award:22 JUNE 
2021 

(4) Reasons for the use single tendering 
procedures as provided for in the Agreement  
on Government Procurement: 
 d "Interchangeability" 

(5) Contact point for the notice: 
Business Management Division , JAPAN POST 
INSURANCE SYSTEM SOLUTIONS Co.,Ltd. 
OSAKI BRIGHT TOWER 28F 
6-1 Kitashinagawa 5-chome Shinagawa-ku Tokyo 
141-0001 Japan. TEL 03-6631-0694 

 

  
○第 2号（No.2 ） 
１ 調達内容 
(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 次世代システムア

プリの PoC 実施に係る作業支援（２０２１
年度２Q） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice 

above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be 

required:Work support according to the PoC 
implementation of the next-generation system 
application (2021 fiscal 2Q)                                                                                   

                                           

 

  



 
 

○第 3号（No.3 ） 
１ 調達内容 
(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 次世代システムア

プリ及びインフラの PoC 実施に係る作業支
援（２０２１年度２Q） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice 

above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be 

required:Work support related to PoC 
implementation of next-generation system 
applications and infrastructure (2021 2Q)                                                                                   

                                           

 

  
○第 4号（No.4 ） 
１ 調達内容 
(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 次世代システムに

係る標準化検討の委託（２０２１年度２Q） 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

デロイトトーマツコンサルティング合同会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice 

above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be 

required:Consignment of standardization 
study for next-generation system (2021 2Q)                                                                                   

                                           

 


