
(号外政府調達第  号)

報
官
水曜日
平成  年  月  日



Contact point for the notice : Tomoyuki
意見招請に関する公示
意見招請に関する公示
Kojima, 4th Contract Unit Section, Budget
and Accounts Division, General Affairs De‑
次のとおり調達物品の仕様書の案の作成が完了
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
partment, Japan Patent Office, 343 Ka‑ 了したので、仕様書案に対する意見を招請します。 したので、仕様書案に対する意見を招請します。
sumigaseki, Chiyoda‑ku, Tokyo 1008915
平成 31 年４月 24 日
平成 31 年４月 24 日
Japan TEL 0335811101 ext. 2214
契約責任者 西日本高速道路株式会社
独立行政法人都市再生機構
代表取締役社長 酒井 和広
意見招請に関する公示
総務部長 佐藤
剛

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 24 日
国土交通省大臣官房会計課長 市川 篤志
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等物品及び数量
画像認識型交通量観測装置 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月24日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008918 東京都千代田区霞が
関２１３ 国土交通省大臣官房技術調査
課電気通信室情報通信技術係 新田 紀明
電話0352538111（内線22367）
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月24日から平成31年
５月24日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Image recognition type traffic
monitoring system, 1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM, 24, May, 2019
 Contact point for the notice : Noriaki
Shinta, Information and Communication
Technology Section, Electricity and Te‑
lecommunication Office, Engineering Af‑
fairs Division, Minister's Secretariat, Min‑
istry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism, 213 Kasumigaseki, Chiyoda‑
ku, Tokyo, 1008918 Japan, TEL
0352538111 ex. 22367

◎調達機関番号
１

599

◎所在地番号

◎調達機関番号

14

419

◎所在地番号

１



品目分類番号

14



購入等特定役務及び数量



品目分類番号

資産管理システム・位置情報入力システムに



調達等件名及び予定数量

２

２



意見の提出期限





提出先
機構

総務部情報システム課

木全

交付期間
交付場所

４

Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 14


西日本高速道路株式会社
課長代理

電話

0663449239

井下

財

貴司

仕様書案の交付


平成31年４月24日から平成31年
上記２に同じ。

〒5300003 大阪府大阪市北区堂

契約審査課

３

交付期間

平成31年４月24日から平成31年

６月４日まで。

５月14日まで。


平成31年６月４日午後４

務部

祐紀

仕様書案の交付


提出先

島１６20

独立行政法人都市再生

電話0456500798
３

意見の提出期限



〒2318315 神奈川県横浜市中区

本町六丁目50番地１

一式

時00分（郵送の場合は必着のこと。）

分（郵送の場合は必着のこと。）



交付場所

４

上記２に同じ。

Summary


Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 29


561

橋本

◎所在地番号

徹

27

調達内容


品目分類番号



購入等件名及び数量

固定電話通信

意見の提出方法

平成31年５月14日17時00

独立行政法人造幣局理事

１

15、29

サービス提供業務

意見の提出方法

平成 31 年４月 24 日

〇造大第 19 号

調達内容

一式

次のとおり随意契約について公示します。

◎調達機関番号

平成31年度固定

係る機器等の借入

随意契約に関する公示

27

〇第 28 号

調達内容

随意契約

Nature and quantity of the products to be

９
軸箱

一式

２

随意契約の予定日

３

随意契約によることとする「政府調達に関す

平成31年５月15日

る協定」の規定上の理由
４

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称
千代田工販株式会社中国支店

５

担当部局
１79
担当

６

〒5300043 大阪市北区天満１

独立行政法人造幣局総務部経理課契約
前田

雅俊

電話0663515463

Summary


Classification of the products to be pro‑

cured : 9


Nature and quantity of the products to be
purchased : Axle box 1 set



Expected date of the contract award :
May 15, 2019



Reasons for the use single tendering pro‑

Nature and quantity of the products to be

purchased : Work of fixed telephone com‑

leased : the server system, software and

cedures as provided for in the Agreement

munication services provision : asstipulated

other businesses for the fixed assets man‑

on Government Procurement : d Interc‑

in the design document describing labor and

agement system and the position informa‑

parts

tion system, 1 set




Time‑limit for the submission of com‑

Time‑limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00, 14 May, 2019


ments : 4 : 00 P.M. 4 June 2019


Contact point for the notice : Takashi

hangeability


Contact point for this notice : Masatoshi
Maeda, Contract Unit, Accounts Division,

General Affairs Department, Japan Mint,
1179 Temma Kita‑ku, Osaka‑shi 530

Contact point for the notice : Yuki Ki‑

Inoshita Assistant Manager, Contract and

mata, Information System Section, General

Credit Division, Accounting and Finance

Affairs Department, Head Office, Urban

Department, West Nippon Expressway

Renaissance Agency, 6  50  1 Honcho,

Company Limited, 1620 Dojima, Kita‑

次のとおり随意契約について公示します。

Naka‑ku, Yokohama City, Kanagawa Pref.

ku, Osaka City, Osaka Prefecture 530

平成 31 年４月 24 日

2318315, Japan TEL 0456500798

0003 Japan TEL 0663449239

0043 Japan TEL 0663515463

随意契約に関する公示

日本放送協会

経理局長

髙橋

正尚

