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意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務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。
平成 30 月 10 月 17 日
関東地方整備局長 石原 康弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 建設事業予算執行管理
システムの運用管理及び保守等業務
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成30年11月７日17時00
分（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒3309724 埼玉県さいたま市中
央区新都心２１ 国土交通省関東地方整備
局総務部契約課購買第一係 小林
誠 電
話0486013151 内線2537
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成30年10月17日から平成30年
11月７日まで
 交付場所 上記２、又は電子調達システ
ムにより交付する。
政府電子調達システム
https://www.geps.go.jp/
４ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Operation control and mainte‑
nance of a computer system for Construc‑
tion Project Accounting Management Sys‑
temⅡ. 1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 17 : 00 7 November 2018
 Contact point for the notice : Makoto Ko‑
bayashi No. 1 Purchase Section, Contract
Division, General Affairs Department,
Kanto Regional Development Bureau, Min‑
istry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism, 21 Shintoshin, Chuo‑Ku, Sai‑
tama‑Shi, Saitama‑Ken, 3309724 Japan,
TEL 0486013151 ex. 2537

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。
平成 30 年 10 月 17 日
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
核融合エネルギー研究開発部門
那珂核融合研究所 管理部長 木村 俊之
◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08
〇第 15 号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 ＩＴＥＲダイバータ
外側垂直ターゲットプロトタイプの高熱負荷
試験用プラズマ対向ユニットの製作 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成30年11月９日15時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒3110193 茨城県那珂市向山
801番地１ 国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構 核融合エネルギー研究開発部
門 那珂核融合研究所 契約課 電話029
2707143
E‑mail:nyuusatsu̲naka@qst.go.jp
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成30年10月17日から平成30年
11月５日まで
 交付場所 上記２または、電子メールに
おいて交付する。電子メールでの交付を希望
するものは、必要事項（公示番号、件名、社
名、住所、担当者所属及び氏名、電話番号）
を記入し、上記２のアドレスに申し込むこ
と。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 平成30年10月26日14時00分
 開催場所 国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構 核融合エネルギー研究開発部
門 那珂核融合研究所 管理研究棟３階
313号室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured ; 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased ; Manufacturing of ITER Divert‑
or Outer Vertical target Plasma‑Facin Unit
prototype for High Heat Flux testing, 1 set



Time limit for the submission of com‑
ments ; 3 : 00 PM, 9 Nov. 2018



Contact point for the notice ; Purchase
Section, Department of Administrative Ser‑
vices, Naka Fusion Institute, National In‑
stitutes for Quantum and Radiological Sci‑

ence and Technology, 8011 Mukouyama,
Naka‑shi, Ibaraki‑ken 3110193 Japan,



Contact point for the notice : Yoshihiro
Hakomori, Director, Accouting Division,
National Hospital Organization Shimofusa
Psychiatric Center, 578 Hetacho Midori‑ku,
Chiba‑shi, Chiba‑ken 2660007, Japan.
TEL 0432911221 ext. 2201

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。
E‑mail : nyuusatsu̲naka@qst.go.jp
平成 30 年 10 月 17 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
意見招請に関する公示
金沢医療センター院長 鵜浦 雅志
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し ◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 17
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
〇第 06008 号（№06008）
１ 調達内容
平成 30 年 10 月 17 日
 品目分類番号 22、31
独立行政法人国立病院機構
 購入等物品及び数量 注射薬自動払出シス
下総精神医療センター院長 女屋 光基
テム 一式
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 12
２
意見の提出方法
〇第 03602 号（№03602）
 意見の提出期限 平成30年11月19日17時00
１ 調達内容
分（郵送の場合は必着のこと。）
 品目分類番号 22、31
 提出先 〒9208650 石川県金沢市下石引
 導入計画物品及び数量 ＰＡＣＳ 一式
町１１ 独立行政法人国立病院機構金沢医
２ 意見の提出方法
療センター企画課長 欠
重樹 電話
 意見の提出期限 平成30年11月22日（木）
0762624161 内線2431
午後５時（郵送の場合は必着のこと）
３ 仕様書案の交付
 提出先 〒2660007 千葉県千葉市緑区辺
 交付期間 平成30年10月17日から平成30年
田町578 独立行政法人国立病院機構下総精
11月19日まで。
神医療センター企画課 業務班長 箱守 良
 交付場所 上記２に同じ。
浩 電話0432911221（代表） 内線2201 ４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
３ 仕様書の交付 本公表に基づき応募する供給
cured : 22, 31
者に対して導入説明書を交付する。

Nature and quantity of the products to be
 交付期間 平成30年10月17日（水）から平
purchased : Injection Drug Automatic
成30年11月22日（木）まで。
Payout System 1 set
 交付場所 上記２に同じ。
 Time‑limit for the submission of com‑
４ Summary
ments : 5 : 00 P.M November 19, 2018
 Classification of the products to be pro‑
 Contact point for the notice : Shigeki
cured : 22, 31
Gake, Director, Accounting Division, Na‑
 Nature and quantity of the products to be
tional Hospital Organization Kanazawa
purchased : PACS 1 set
Medical Center, 11 Shimoishibiki‑machi,
 Time‑limit for the submission of com‑
Kanazawa‑shi, Ishikawa‑ken 9208650, Ja‑
ments : 5 : 00 PM November 22, 2018
pan. TEL 0762624161 ext. 2431
TEL 0292707143

