
(号外政府調達第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

 購入等件名及び数量
 Qualification for participating in the ten‑
〒8690593 熊本県宇城市松橋町豊福2338
灯油ＪＩＳ Ｋ2203種１号
独立行政法人国立病院機構熊本南病院 企
dering procedures : Suppliers eligible for
第１回目 122、第２回目 144
画課長 荒木 寛崇 電話0964320826
次のとおり一般競争入札に付します。
participating in the proposed tender are
第３回目 173、第４回目 224
内線240
平成 31 年１月 17 日
those who shall :
 納入期間
 入札書の受領期限
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
 The same with notice above (No.00101)
第１回目 自 平成31年４月１日
第１回目 自 官報掲載日
菊池病院長 杠
岳文
 The same with notice above (No.00101)
至 平成31年６月30日
至 平成31年３月12日17時00分
熊本南病院長 金光敬一郎
 have Grade A, B or C in Sales of prod‑
第２回目
自 平成31年７月１日
第２回目 自 平成31年５月13日
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 43
ucts for participating in tenders by Min‑
至 平成31年９月30日
至 平成31年６月17日17時00分
〇第 14201 号（№14201）
istry of Health, Labour and Welfare
第３回目 自 平成31年10月１日
第３回目 自 平成31年８月13日
１ 調達内容
(Single qualification for every ministry
至 平成31年12月31日
至 平成31年９月18日17時00分
 品目分類番号 ２
and agency) in Kyushu‑Okinawa Region ;
第４回目
自 平成32年１月１日
第４回目
自
平成31年11月11日
 購入等件名及び数量 重油ＪＩＳ１種１号
 The same with notice above (No.00101)
至 平成32年３月31日
至 平成31年12月16日17時00分
第１回目 109、第２回目 175
 The same with notice above (No.00101)
 納入場所 独立行政法人国立病院機構西別
 開札の日時及び場所
第３回目 156、第４回目 174
 The same with notice above (No.00101)
府病院
第１回目 平成31年３月13日10時00分
 納入期間
 Time‑limit for tender :
 第00101号１に同じ。
第２回目
平成31年６月18日10時00分
第１回目 自 平成31年４月１日
1st contract : From the gazetted date to
 第00101号１に同じ。
第３回目 平成31年９月19日10時00分
至 平成31年６月30日
5 : 00 P.M. March 12, 2019 ２ 競争参加資格
第４回目
平成31年12月17日10時00分
第２回目 自 平成31年７月１日
2nd contract : From May 13, 2019 to
 第00101号２に同じ。
菊池病院 院内会議室
至 平成31年９月30日
5 : 00 P.M. June 17, 2019
 第00101号２に同じ。
４ 第00101号４に同じ。
第３回目 自 平成31年10月１日
3rd contract : From August 13, 2019 to
 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）
５ Summary
至 平成31年12月31日
5 : 00 P.M. September 18,
「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付
 Official in charge of disbursement of the
第４回目 自 平成32年１月１日
2019
され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有す
procuring entity : Takefumi Yuzuriha, Di‑
至 平成32年３月31日
4th contract : From November 11, 2019
る者であること。なお、当該競争参加資格に
rector, National Hospital Organization Ki‑
 納入場所 独立行政法人国立病院機構菊池
ついては、平成30年11月26日付け号外政府調
to 5 : 00 P.M. December
kuchi National Hospital, and Keiichirou
病院及び独立行政法人国立病院機構熊本南病
達第222号の官報の競争参加者の資格に関す
Kanemitsu, Director, National Hospital Or‑
16, 2019
院
る公示の別表に掲げる申請受付窓口において
ganization Kumamotominami National
 Contact point for the notice :
 第00101号１に同じ。
随時受け付けている。
Hospital
Kazunori Watanabe, Director, Account‑
 第00101号１に同じ。
 第00101号２に同じ。
 Classification of the products to be pro‑
ing Division, National Hospital Organiza‑
２ 競争参加資格
 購入される灯油を経理責任者が指定する日
cured : 2
tion Kikuchi National Hospital, 208 Fu‑
 第00101号２に同じ。
時、場所に十分納入することができることを
 Nature and quantity of the products to be
kuhara Koshi‑shi, Kumamoto‑ken 861
 第00101号２に同じ。
証明した者であること。
purchased : FUEL Oil (JIS Class1, No.1)
1116,
Japan.
TEL
0962482111
ext.
222
 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）
 第00101号２に同じ。
1st contract : 109
Hirotaka
Araki,
Director,
Accounting
Di‑
「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付
2nd contract : 175
vision, National Hospital Organization Ku‑ ３ 入札書の提出場所等
され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有す
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
3rd contract : 156
mamotominami National Hospital, 2338
る者であること。なお、当該競争参加資格に
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
4th contract : 174
Toyofuku Matsubase‑machi Uki‑shi, Ku‑
ついては、平成30年11月26日付け号外政府調
〒8740840 大分県別府市大字鶴見4548番
 Delivery period :
mamoto‑ken 8690593, Japan. TEL 0964
達第222号の官報の競争参加者の資格に関す
地 独立行政法人国立病院機構西別府病院
1st contract : From April 1, 2019 to June
320826 ext. 240
る公示の別表に掲げる申請受付窓口において
企画課契約係 瀬之口眞澄 電話097724
30, 2019
随時受け付けている。
1221 内線223
2nd contract : From July 1, 2019 to Sep‑
入札公告
 第00101号２に同じ。
 入札書の受領期限
tember 30, 2019
次のとおり一般競争入札に付します。
 第00101号２に同じ。
第１回目 自 官報掲載日
3rd contract : From October 1, 2019 to
平成 31 年１月 17 日
 第00101号２に同じ。
至 平成31年３月18日17時15分
December 31, 2019
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
３ 入札書の提出場所等
第２回目 自 平成31年５月20日
4th contract : From January 1, 2020 to
西別府病院長 後藤 一也
 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場
至 平成31年６月18日17時15分
March 31, 2020
所及び問い合わせ先
第３回目 自 平成31年８月20日
 Delivery place : National Hospital Orga‑ ◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 44
〒8611116 熊本県合志市福原208 独立
至 平成31年９月18日17時15分
nization Kikuchi National Hospital, and 〇第 14601 号（№14601）
行政法人国立病院機構菊池病院 業務班長
第４回目 自 平成31年11月20日
National Hospital Organization Kuma‑ １ 調達内容
 品目分類番号 ２
至 平成31年12月18日17時15分
渡邉 和則 電話0962482111 内線222
motominami National Hospital

入札公告

