

意見招請に関する公示
次のとおり特定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。

(号外政府調達第  号)

令和元年５月 24 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役
◎調達機関番号
１

副理事長

565

小島

◎所在地番号

滋

14

調達内容


品目分類番号



借入等物品及び数量

71、27

器のリース及び保守
２

情報ネットワーク機
一式

意見の提出方法


意見の提出期限

令和元年６月24日16時00

分（郵送の場合には、必着のこと。）


提出先

〒2318315 神奈川県横浜市中区

報

本町６50１（横浜アイランドタワー）
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機
構経理資金部会計課

電話0452229049

仕様書案の交付

官

３


交付期間

令和元年５月24日から令和元年

６月24日まで。


交付場所

金曜日

４

Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27


令和元年  月  日

上記２に同じ。

Summary


Nature and quantity of the services to be
required : Lease and maintenance of net‑
work equipment 1 set



Time‑limit for the submission of com‑
ments : 16 : 00



24 June, 2019

Contact point for the notice : Accounting

Division, Finance and Fund Planning De‑
partment, Japan Railway Construction,
Transport and Technology Agency, 6
501 Honcho, Naka‑ku, Yokohama city
Kanagawa 2318315 Japan, TEL 045
2229049

◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
随意契約に関する公示
ハローワークシステムにおけるＡＤＡＭＳ
次のとおり随意契約について公示します。
Ⅱの動作環境（Java）変更対応業務一式
令和元年５月 24 日
２ 随意契約の予定日 令和元年６月14日
支出負担行為担当官
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
総務省大臣官房会計課企画官 中村 英男
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
４ 随意契約を予定している相手方の名称
１ 調達内容
富士通株式会社
 品目分類番号 29
５ 担当部局 〒1770044 東京都練馬区上石神
 購入等件名及び数量 静止衛星監視設備の
井４８４ 厚生労働省職業安定局労働市場
経年劣化等に伴う修繕の請負 １式
センター業務室経理係 戸田 哲史 電話03
２ 随意契約の予定日 令和元年７月３日
39203311 内線206
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
６
Summary
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
 Classification of the services to be pro‑
４ 随意契約を予定している相手方の名称
cured : 71, 27
三菱電機株式会社
 Nature and quantity of the services to be
５ 担当部局 〒1008926 東京都千代田区霞が
required : Set of corresponding to the
関二丁目１番２号 総務省大臣官房会計課契約
change of the operating environment (Java)
第二係担当 池田
昭 電話0352535132
of ADAMSⅡ in Hello Work System
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
 Expected date of the contract award :
cured : 29
June 14, 2019.
 Nature and quantity of the services to be
 Reasons for the use single tendering pro‑
required : Contract to repair Space Mo‑
cedures as provided for in the Agreement
nitoring Facility for GSO satellites 1 Set.
on Government Procurement : d Interc‑
 Expected date of the contract award : 3
hangeability
July 2019
 Contact point for the notice : Satoshi
 Reasons for the use single tendering pro‑
Toda, Labour Market Center Operation Of‑
cedures as provided for in the Agreement
fice, Employment Security Bureau, Minis‑
on Government Procurement : d Interc‑
try of Health Labour and Welfare, 484
hangeability
Kamishakujii Nerimaku Tokyo 1770044
 Contact point for the notice : Akira
Japan TEL 0339203311 ex. 206
Ikeda, Accounts Division, Minister's Sec‑
retariat, Ministry of Internal Affairs and
随意契約に関する公示
Communications,
12
Kasumigaseki
次のとおり随意契約について公示します。
2Chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008926 Ja‑
令和元年５月 24 日
pan TEL 0352535132
独立行政法人造幣局理事 橋本
徹
随意契約に関する公示
◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
〇造大第 28 号
次のとおり随意契約について公示します。
１ 調達内容
令和元年５月 24 日
 品目分類番号 71、27
支出負担行為担当官
 購入等件名及び数量 成形設備（サーバ等）
厚生労働省職業安定局雇用保険課長
松本
圭
修理及び保守点検 一式

随意契約

２
３

随意契約の予定日 令和元年６月14日
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
岡谷鋼機株式会社
５ 担当部局 〒5300043 大阪市北区天満１
１79 独立行政法人造幣局総務部経理課契約
担当 奥田 剛史 電話0663515463
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Repair and Maintenance of
Blank Forming Plant 1 set
 Expected date of the contract award :
June 14, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for this notice : Tsuyoshi
Okuda, Contract Unit, Accounts Division,
General Affairs Department, Japan Mint,
1179 Temma Kita‑ku, Osaka‑shi 530
0043 Japan TEL 0663515463

随意契約に関する公示
次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 24 日
独立行政法人造幣局理事 橋本
徹
◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
〇造大第 30 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 自動搬送集積装置修
理（無人搬送車等更新）及び保守作業 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月14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
村田機械株式会社
５ 担当部局 〒5300043 大阪市北区天満１
１79 独立行政法人造幣局総務部経理課契約
担当 河村 実希 電話0663515463

