
(号外政府調達第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日

 Time limit for the submission of com‑
４ 仕様書案の説明会
Summary
 日時 令和２年11月６日 10 ： 00、 
 Classification of the products to be pro‑
ments : 5 : 00 PM, 16 November, 2020
11：00、13：30
 Contact point for the notice : Contract
cured : 20
なお、説明会に参加を希望する場合は所定
 Nature and quantity of the products to be
Section, National Institutes for Quantum
の参加申込書を提出すること。
and Radiological Science and Technology,
purchased : Customs Patrol Boat 1unit.
 場所 それぞれ下記２箇所をテレビ会議で
 Time‑limit for submission of comments :
491 Anagawa, Inage‑ku, Chiba‑shi
つなぎ実施する。
2638555 JAPAN (TEL. 0432063014,
5 : 00 PM 16 Nov. 2020
ａ）千葉市稲毛区穴川４９１ 国立研
 Contact Point for the notice : Susumu Ta‑
E‑mail : nyuusatsu̲qst@qst.go.jp)
究開発法人量子科学技術研究開発機構
kaishi, Procurement Section, Accounting
放射線医学総合研究所 第１研究棟１階
意見招請に関する公示
Division, Hakodate Customs, 244 Kaigan‑
会議室
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
cho, Hakodate Hokkaido 0408561 Japan,
ｂ）茨城県那珂市向山801１ 国 立 研 究
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
TEL 0138404237
開発法人量子科学技術研究開発機構 那
令和２年 10 月 26 日
珂核融合研究所 管理研究棟３階313会
意見招請に関する公示
国立大学法人山口大学長 岡
正朗
議室
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
ａ）千葉市稲毛区穴川４９１ 国立研 ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 35
究開発法人量子科学技術研究開発機構
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
〇第７号
放射線医学総合研究所 第１研究棟１階 １ 調達内容
令和２年 10 月 26 日
会議室
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 品目分類番号 ４、31
ｂ）青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘
財務部長 鈴木 正隆
 購入等物品及び数量 人工心肺用システム
２166 国立研究開発法人量子科学技
◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 12
の割賦購入 一式
術研究開発機構 六ヶ所核融合研究所
〇第 42 号
２ 意見の提出方法
（六ヶ所地区） 管理研究棟１階 緊急
１ 調達内容
 意見の提出期限 令和２年11月27日17時00
時対応室
 品目分類番号 26
分（郵送の場合は必着のこと。）
ａ）千葉市稲毛区穴川４９１ 国立研
 購入等物品及び数量

提出先 〒7558505 山口県宇部市南小串
究開発法人量子科学技術研究開発機構
 那珂核融合研究所で使用する電気の需給
１１１
国立大学法人山口大学医学部管
放射線医学総合研究所 第１研究棟１階
契約 一式
理運営課契約管理係 熊本 達也 電話
会議室
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発
0836222031
ｂ）群馬県高崎市綿貫町1233番地 国立研
機構 六ヶ所核融合研究所（ＢＡサイト）
３ 仕様書案の交付
究開発法人量子科学技術研究開発機構
で使用する電気 一式
 交付期間 令和２年10月26日から令和２年
高崎量子応用研究所（高崎地区） 総合
管理棟３階役員室
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発
11月27日まで。
５ Summary
機構高崎量子応用研究所で使用する電気
 交付場所 上記２に同じ。
 Classification of the products to be pro‑ ４ Summary
一式
cured : 26
２ 意見の提出方法
 Classification of the products to be pro‑

Nature and quantity of the products to be
 意見の提出期限 令和２年11月16日17時00
cured : 4, 31
manufactured :
分（郵送の場合は必着のこと。）
 Nature and quantity of the products to be
 Electricity to be used in Naka Fusion
 提出先 〒2638555 千葉市稲毛区穴川
purchased : An artificial heart‑lung appara‑
Institute of Quantum and Radiological
４９１ 国立研究開発法人量子科学技術
tus system 1 Set
Science and Technology 1 set
研究開発機構財務部契約課 電話043206
 Time limit for the submission of com‑
 Electricity to be used in Rokkasho Fu‑
3014 E‑mail：nyuusatsu̲qst@qst.go.jp
ments : 17 : 00 27 November, 2020
sion Institute of Quantum and Radiolog‑
３ 仕様書案の交付

Contact point for the notice : Tatsuya
ical Science and Technology 1 set
 交付期間 令和２年10月26日から令和２年
Kumamoto, Procurement, Accounting Divi‑
 Electricity to be used in Takasaki Ad‑
11月15日まで。
sion, School of Medicine, Yamaguchi Uni‑
vanced Radiation Research Institute, Na‑
 交付方法 当機構ホームページを確認する
versity, 111 Minamikogushi Ube‑shi
tional Institutes for Quantum and Ra‑
こと。
diological Science and Technology 1 Set
7558505 Japan, TEL 0836222031
４

随意契約
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２年 10 月 26 日
支出負担行為担当官
厚生労働省年金局事業企画課長
◎調達機関番号

017

駒木

◎所在地番号

賢司

13

〇第６号
１

調達内容


品目分類番号



購入等件名及び数量

71、27
ひとり親の申請全

額免除基準への追加についてのシステム開発
にかかるソフトウェア提供サービス

年金

業務システム（経過管理・電子決裁サブシス
テム）のひとり親の申請全額免除基準への追
加及び免除事務改善対応に係る設計・改修等
業務

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

令和２年11月16日

る協定」の規定上の理由

及びｂ「排他的

権利の保護」
４

随意契約を予定している相手方の名称
及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

５

担当部局

〒1008916 東京都千代田区霞が

関１２２
計室契約係

厚生労働省年金局事業企画課会
柞山

陽介

電話0352531111

内線3550
６

Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27


Nature and quantity of the services to be
required : Software development service
to incorporate the standard of full exemp‑
tion for single parent household System
design and repair duties on a workflow and
electric approval to incorporate the stan‑
dard of full exemption for single parent
household, and improve the exemption
work for Public Pension

