

招

請

平成  年  月  日

火曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

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。
平成 31 年４月 23 日
会計検査院事務総長官房会計課長
星野
博
◎調達機関番号 004 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等物品及び数量
次期決算確認システムに係るハードウェア
導入・賃貸借等業務一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月23日17時
（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒1008941 東京都千代田区霞が
関３２２中央合同庁舎第７号館 会計検
査院事務総長官房会計課調達係 東海林秀幸
電話0335818131
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月23日から平成31年
５月23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31年４月26日14時
 開催場所 会計検査院事務総長官房会計課
入札室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 14, 71, 27
 Nature and quantity of the products to be
required : Introduce and lease hardware
and so on for the next Certification of the
Final Accounts Computer System, 1 set
 Time limit for the submission of comm‑
ents : 17 : 00 23 May, 2019
 Contact Point for the notice : Hideyuki
Toukairin Accounts Division, Secretariat
of General Executive Bureau, Board of
Audit, 322 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo 1008941 Japan. TEL 033581
8131

意見招請に関する公示
次の通り調達物品の実施要項案の作成が完了し
たので、実施要項案に対する意見を招請します。
平成 31 年４月 23 日
国立研究開発法人科学技術振興機構
分任契約担当者 契約部長 岩田 一彦
◎調達機関番号 813 ◎所在地番号 13
〇第 31102 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定件名及び数量 ＪＳＴセキュリ
ティ監視運用業務 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月28日12時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1028666 東京都千代田区四番
町５番地３ サイエンスプラザ 国立研究開
発法人科学技術振興機構 契約部契約業務課
増田
亮 電話0352147996 ＦＡＸ
0352148433
３ 実施要項案の交付
 交付期間 平成31年４月23日から平成31年
５月28日まで
 交付場所 本公告日から下記ＵＲＬよりダ
ウンロード可能。窓口交付の場合は上記２
の交付場所にて交付する。
ＵＲＬ：http://choutatsu.jst.go.jp/shosei.php
４ 実施要項案の説明会
 開催日時 平成31年５月13日15時00分
 開催場所 〒1028666 東京都千代田区四
番町５番地３ サイエンスプラザ 国立研究
開発法人科学技術振興機構住宅棟１階会議室
（出席希望者は、出席予定者を平成31年５月
10日17時00分までに上記２までＦＡＸによ
り連絡すること。）
５ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the serviｃes to
be required : Monitoring, Management and
Operating Security Devices ; 1 set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 12 : 00, 28 May 2019
 Contact point for the notice : Akira
Masuda, Contract Division, Department of
Contract, JST, 453 Chiyodaku, Tokyo
1028666, Japan, TEL 0352147996

随意契約に関する公示

随意契約

次のとおり随意契約について公示します。
平成 31 年４月 23 日

随意契約に関する公示

契約責任者
次のとおり随意契約について公示します。
平成 31 年４月 23 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長 勇木
清
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 34
〇第 11104 号（№11104）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、29
 購入等件名及び数量 院内ネットワークシ
ステム部分改修及び保守 一式
２ 随意契約の予定日 平成31年６月４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
双葉工機㈱
５ 担当部局 〒7390041 広島県東広島市西条
町寺家513 独立行政法人国立病院機構東広島
医療センター 企画課長 石橋 健治 電話
0824232176 内線6254
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 71, 29
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Hospital network system part
refurbishment and maintenance 1 set
 Expected date of the contract award :
June 4, 2019
 Reasons for the use of single tendering
procedures as provided for in the Agree‑
ment on Government procurement : d In‑
terchangeability
 Contact point for the notice : Kenji
Ishibashi, Director, Accounting Division,
National Hospital Organization Higashi‑
hiroshima Medical Center, 513, Jike, Saijo‑
cho, Higashihiroshima‑shi, Hiroshima‑ken,
7390041, Japan. TEL 0824232176 ext.
6254
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Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 29


Nature and quantity of the services to be
required : Service Utilization of the Domes‑
tic exchange system



Expected date of the Contract award : 3

June 2019


Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability



Contact Point for the notice : Hirohito
Itou, General Affairs Department, Corpo‑
rate

Administration

Division,

JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL033477
1710

