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 Basic requirements of the procurement :

Details are shown on the description docu‑

ment

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 5 : 00 P.M. May 10, 2019

 Contact point for the notice : Procurem‑

ent Policy Planning Division, National Can‑

cer Center, 511, Tsukiji, Chuo‑ku,
Tokyo, 1040045, Japan. TEL 033542
2511 ext. 2160

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
ましたので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年４月９日

法務省大臣官房会計課長 松下 裕子
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
〇第 194 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等物品及び数量 上陸審査場における
個人識別情報の取得迅速化のための出入国管
理業務個人識別情報システム用機器等（羽田
空港等）の供給 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年４月26日17時00
分（郵送等の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達係
宿利原幸作 電話0335804128（直通）

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月９日から同年４月
25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16日13時15分
 開催場所 法務省大臣官房会計課入札室
５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Equipment for Japan‑Biometr‑

ics Information System for the fast acquisi‑

tion of biometrics (Haneda Airport etc), 1

set

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 26 April 2019

 Contact point for the notice : Kosaku Ya‑

dorihara, Procurement Section, Finance Di‑

vision, Ministers Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo 1008977 Japan TEL 033580
4128

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９日
独立行政法人国立病院機構
南岡山医療センター院長 谷本 安

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 33
〇第 11703 号（№11703）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 導入計画物品及び数量 病院情報システム
一式及び７年間の保守業務委託

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月10日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒7010304 岡山県都窪郡早島町
早島4066 独立行政法人国立病院機構南岡山
医療センター事務部企画課 企画課長 今田
一馬 電話0864821121 内線4211

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月９日から平成31年
５月９日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Hospital Information System 1

set and System maintenance commission

for 7 years

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 5 : 00 P.MMay 10, 2019

 Contact point for the notice : Kazuma

Imada, Accounting Director, Accounting

Division, National Hospital Organization

Minami Okayama Medical Center, 4066

Hayashima Hayashima‑cho Tsukubo‑gun

Okayama‑ken 7010304, Japan. TEL 086
4821121 ext. 4211

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９日
国立研究開発法人国立がん研究センター

理事長 中釜 斉
◎調達機関番号 819 ◎所在地番号 13
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等物品及び数量 病院情報システム
一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31月５日９日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1040045 東京都中央区築地
５１１ 国立がん研究センター総務部総
務課調達企画室 今井 良人 電話03
35422511 内線2160

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月９日から平成31年
５月９日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 仕様書案について、以下によ
り説明会を開催する。
 日時 平成31年４月15日13時00分より。
 場所 国立研究開発法人国立がん研究セン
ター管理棟１階特別会議室

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。
平成 31 年４月９日

日本私立学校振興・共済事業団
理事長 清家 篤

◎調達機関番号 404 ◎所在地番号 13
〇第 21 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 債務者分類判定変更に
伴う融資システムの対応 一式

２ 随意契約の予定日 平成31年４月30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
株式会社ケイシステムマネージメント

５ 担当部局 〒1138441 東京都文京区湯島
１７５ 日本私立学校振興・共済事業団財
務部契約課 木下 博貴 電話0338135349
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Correspondence of the loan sys‑

tem with debtor classification judgment

change 1 set

 Expected date of the contract award : 30,

April, 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 : Contract

Div., Finance and Accounting Dept. The

Promotion and Mutual Aid Corporation for

Private Schools of Japan. 175 Yushima
Bunkyo‑ku, Tokyo 1138441 Japan TEL
0338135349

５ Summary
 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27
 Nature and quantity of the products to be

purchased : Complete hospital information

system 1 set
 Basic requirements of the procurement :

Details are shown on the description docu‑

ment
 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 5 : 00 P.M. May 9, 2019
 Briefing session date and time : From

13 : 00 April 15, 2019. Place : Special meet‑

ing room on the 1st floor of the Manage‑

ment Building, National Cancer Center
 Contact point for the notice : Yoshito

Imai, Procurement Policy Planning Divi‑

sion, National Cancer Center, 511, Tsu‑
kiji, Chuo‑ku, Tokyo, 1040045, Japan.
TEL 0335422511 ext. 2160




		2019-04-08T14:49:11+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




