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基幹ネットワークシステムは、総合情報
The system must consist of education and
処理センターと建物や附属施設を結ぶ高速
research computer system,backbone net‑
基幹ネットワーク、基幹と各システムを結
work system, and administration and aut‑
ぶネットワーク、ネットワークサービスシ
hentication management system.
ステム、セキュリティ対策システム、バッ
 The education and research computer
クアップ機器等の構成を有し、全学的に十
system should contribute to all areas of
分に円滑な通信及びサービスを提供し、か
education including information process‑
つ不正アクセスに対応する十分なセキュリ
ing. It must support lecture courses, se‑
ティ機能、性能を有すること。
minars and self‑learning, and consist of
 統合運用管理・認証システムは、システ
computers,
networks, servers, authentica‑
ムやネットワークの運用状況、利用状況、
障害発生等を集中して監視、記録、通知で
tion systems, peripherals and software.
き、利用者管理を一元的に行う機能を有す
 The backbone network system should
ること。また、学内の種々の情報システム
consist of a high speed backbone network
に対して、統合的な認証機能を提供するた
to connect buildings and attached facil‑
めの機能を有すること。
ities to the computing and networking
２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
center, networks to connect systems to
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
the backbone, network service systems,
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
systems for network security measures,
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
and backup devices. It should support suf‑
 資料等の提供期限 令和元年７月31日17時
ficiently smooth communications and ser‑
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒9030213 沖縄県中頭郡西原町
vices, and must have sufficiently high sys‑
字千原１番地 琉球大学財務部経理課契約第
tem security level and countermeasure
一係 屋宜 俊介 電話0988958059
capabilities against unauthorized access.
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
 The administration and authentication
者に対して導入説明書を交付する。
management system has the integrated
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
and efficient functions to manage the co‑
７月31日まで。
mputer systems of the computing and ne‑
 交付場所 上記２に同じ。
tworking, and to provide the authentica‑
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
tion functions for the computer systems.
開催する。

Time limit for the submission of the re‑
 開催日時 令和元年６月12日14時00分
quested material : 17 : 00 31 July, 2019
 開催場所 琉球大学事務局４階第一会議室
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
 Contact point for the notice : Syunsuke
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
Yagi, First Contracting Subsection, Ac‑
ることがあり得る。
counting Section, Fainancial Affairs Divi‑
６ Summary
sion, Ryukyu University, 1 Aza Senbaru
 Classification of the products to be pro‑
Nishihara‑cho Nakagami‑gun Okinawa
cured : 14
9030213 Japan, TEL 0988958059
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Campus Computer System 1 Set
意見招請に関する公示
 Type of the procurement : Purchase
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
 Basic requirements of the procurement :
 The system is to provide the un‑ たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年５月 27 日
iversitys information infrastructure pro‑
国税庁長官官房会計課長 松重 友啓
moting education and research activities.

◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等件名及び数量 資料センターＬＡＮ
接続環境用機器等の調達 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年６月17日17時00
分（送付の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008978 東京都千代田区霞が
関３１１ 国税庁長官官房会計課契約第
二係 川島 知行 電話0335814161 内
線3645
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
６月17日まで。
 交付場所 〒1008978 東京都千代田区霞
が関３１１ 東受付室内入札説明室
４ 仕様書案の説明会
開催日時及び場所 令和元年６月７日10時00
分 国税庁西550会議室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 14, 71, 27
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Equipment providing LAN con‑
nection environment in Data Center 1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 17 : 00 17 June 2019.
 Contact point for the notice : Tomoyuki
Kawashima Procurement Section, Ac‑
counts Division, Commissioners Secre‑
tariat, National Tax Agency, 11 Ka‑
sumigaseki 3chome, Chiyoda‑ku, Tokyo
1008978 Japan. TEL 0335814161 ex.
3645

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。
令和元年５月 27 日
国立大学法人名古屋大学
財務担当理事 木村 彰吾
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 購入等物品及び数量 超音波検査システム
一式

２

意見の提出方法
意見の提出期限 令和元年６月27日16時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒4668560 名古屋市昭和区鶴舞
町65 名古屋大学医学部・医学系研究科経理
課調達グループ 伊藤 愛里 電話052
7442808
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
６月27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 令和元年５月29日16時00分
 開催場所 名古屋大学医学部附属病院外来
棟４階会議室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 22, 31
 Nature and quantity of the products to be
purchased : A suite of equipment manage‑
ment system for ultrasonic examination 1
Set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 16 : 00 27 June, 2019
 Contact point for the notice : Airi Ito, Ac‑
couting Division, National University Cor‑
poration Nagoya University School of
Medicine, 65 Tsurumai‑cho Showa‑ku
Nagoya‑shi 4668560 Japan, TEL 052
7442808


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。
令和元年５月 27 日
国立大学法人岡山大学長 槇野 博史
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 33
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 購入等物品及び数量 全身麻酔装置 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年６月27日12時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒7008558 岡山市北区鹿田町
２５１ 岡山大学病院経営・管理課調達
グループ政府調達担当 中本
誠 電話
0862357540

