
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日

５

 Time‑limit for the submission of com‑
Summary
 Classification of the products to be pro‑
ments : 16 : 00 1 February 2019
 Contact point for the notice : Kanako
cured : 14, 27
 Nature and quantity of the products to be
Niwa, Accounting and Procurement Divi‑
purchased : Mext electric bidding system
sion, General Affairs Department, Chubu
renewal, operation and maintenance 1 Set
Regional Development Bureau, Ministry of
 Time limit for the submission of com‑
Land, Infrastructure and Transport ; 21
ments : 17 : 00 4 February, 2019
36 Marunouchi, Naka‑ku, Nagoya‑city,
 Contact point for the notice : Naoki Tsu‑
Aichi‑pref 4608517 Japan. TEL 052
kisaka, Supplies Section, Budget and Ac‑
2096317
counts Division, Ministers Secretariat, Mi‑
意見招請に関する公示
nistry of Education, Culture, Sports, Sci‑
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
ence and Technology, 322 Kasumi‑
gaseki Chiyoda‑ku Tokyo 1008959 Japan, たので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年１月 11 日
TEL 0352534111 ex. 2230
全国健康保険協会理事長 安藤 伸樹
意見招請に関する公示
◎調達機関番号 427 ◎所在地番号 13
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完 １ 調達内容
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
 品目分類番号 71、72、27
平成 31 年１月 11 日
 購入等件名及び数量 次期業務・システム
中部地方整備局副局長 元野 一生
刷新に係る調査及び計画等作成支援業務委託
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
一式
〇第 21 号
２ 意見の提出方法
１ 調達内容
 意見の提出期限 平成31年１月30日12時00
 品目分類番号 77
分（郵送の場合も上記日時までに必着とする）
 特定役務件名及び数量 名古屋港浚渫兼油
 提出先 〒1028575 東京都千代田区九段
回収船「清龍丸」定期検査修理 １式
北４２１ 市ヶ谷東急ビル９階 全国健
２ 意見の提出方法
康保険協会 総務部 経理グループ （担当）
 意見の提出期限 平成31年２月１日16時00
萩原 瑛子 電話0352128214
分（郵便の場合は、必着のこと。）
３ 仕様書案の交付
 提出先 〒4608517 名古屋市中区丸の内
 交付期間 平成31年１月11日から平成31年
二丁目１番36号ＮＵＰ・フジサワ丸の内ビル
１月30日まで。
中部地方整備局総務部経理調達課契約管理
 交付場所 上記２と同じ。
係 丹羽香菜子 電話0522096317
 仕様の内容に関する問い合わせ先 全国健
３ 仕様書案の交付
康保険協会本部 システム管理グループ
 交付期間 平成31年１月11日から平成31年
（担当）中村・尾形・平手 電話035212
２月１日まで
8218
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の日時及び場所
 日時 平成31年１月18日10時00分（予定）
４ Summary
 場所 東京都千代田区九段北４２１
 Classification of the services to be pro‑
市ヶ谷東急ビル９階 全国健康保険協会
cured : 77
本部 会議室
 Nature and quantity of the services to be
required : Periodical inspection and repair ５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
of the Dredger／Oil recovery Vessel
cured : 71, 72, 27
SEIRYUMARU, 1 Set

 Contact
point
for
the
notice :
Nature and quantity of the services to be
MIYASHITA Tsunemitsu, Equipment Pro‑
required : Support for preparation of inves‑
curement Section, Procurement Division,
tigation and plan accompanying revision of
Finance Department, Kyushu University,
the next business and system renewal, 1 set
 Time‑limit for submission of comments :
744 Motooka Nishi‑ku Fukuoka‑shi 819
0395 Japan, TEL 0928022364
12 : 00, 30 January, 2019
 Contact point for the notice : Mikito
意見招請に関する公示
Hirate, system management group, Japan
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
Health Insurance Association, 421, Ku‑
dankita, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1028575, Ja‑ たので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年１月 11 日
pan, TEL 0352128218
日本私立学校振興・共済事業団
意見招請に関する公示
理事長 清家
篤
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 404 ◎所在地番号 13
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
〇第 33 号
平成 31 年１月 11 日
１ 調達内容
国立大学法人九州大学総長 久保 千春
 品目分類番号 14
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40
 調達件名及び数量 共済事業本部被用者年
〇第８号
金制度一元化システム向け 情報連携システ
１ 調達内容
ム用サーバ関連機器等の入替
 品目分類番号 24
２ 意見の提出方法
 購入等物品及び数量
 意見の提出期限 平成31年２月８日午後３
電子直接検出カメラシステム 一式
時（郵送の場合は必着のこと。）
２ 意見の提出方法
 提出先 〒1138441 東京都文京区湯島一
 意見の提出期限 平成31年２月１日17時00
丁目７番５号 日本私立学校振興・共済事業
分（郵送の場合は必着のこと。）
団 共済事業本部 財務部契約課 木下 博
 提出先 〒8190395 福岡市西区元岡744
貴 電話0338135349
国立大学法人九州大学財務部調達課備品調 ３ 仕様書案の交付
達係 宮下 恒光 電話0928022364
 交付期間 平成31年１月11日〜平成31年２
３ 仕様書案の交付
月８日
 交付期間 平成31年１月11日から平成31年
 交付場所 上記２に同じ。
２月１日まで。
４ Summary
 交付場所 上記２に同じ。
 Classification of the products to be pro‑
４ 仕様書案の説明会
cured : 14
 開催日時 平成31年１月21日10時00分
 Nature and quantity of the services to be
 開催場所 九州大学伊都キャンパス ウエ
required : Mutual Aid Business Head‑
スト４号館４階 第一会議室
quarters Employee Pension System Uni‑
５ Summary
fication for information Cooperation Sys‑
 Classification of the products to be pro‑
tem Server
 Time‑limit for the submission of com‑
cured : 24
 Nature and quantity of the products to be
ments : 3 : 00 PM 8, February, 2019
 Contact point for the notice : Contract
purchased : System for Direct Electron De‑
tection Camera 1 Set
Div., Finance and Accounting Dept. PMAC,
 Time limit for the submission of com‑
175 Yushima Bunkyo‑ku Tokyo 113
ments : 17 : 00 1 February, 2019
8441 Japan TEL 0338135349


