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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 19 日
総務省大臣官房会計課企画官 中村 英男

◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定役務及び数量 次期電子調達シ
ステムの運用・保守業務の請負 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月９日午後５
時（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008926 東京都千代田区霞が
関二丁目１番２号 総務省大臣官房会計課契
約第二係担当 池田 昭 電話035253
5132

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月19日から平成31年
５月９日まで
 交付場所 政府電子調達システムへアクセ
スし入手すること。

４ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Operation and maintenance for

The Government Electronic Procurement

System 1 set.

 Time limit for the submission of com‑

ments : 5 : 00 PM 9 May 2019

 Contact point for the notice : Akira

Ikeda, Accounts Division, Minister's Sec‑

retariat, Ministry of Internal Affairs and

Communications, 12 Kasumigaseki 2‑
chome, Chiyoda‑ku Tokyo 1008926 Ja‑
pan. TEL 0352535132

〇第２号（№２）
１ 第１号１に同じ。
 購入等特定役務及び数量 次期電子調達シ
ステムのアプリケーション保守業務の請負
一式

２及び３ 第１号２及び３に同じ。

４, and The same with the notice

above (No. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : Application program mainte‑

nance for The Government Electronic Pro‑

curement System 1 set

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 19 日

独立行政法人国立病院機構
東埼玉病院長 正田 良介

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 11
〇第 03301 号（№03301）
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
式及び６年６か月間の保守業務委託

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月17日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒3490196 埼玉県蓮田市黒浜
4147 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院
業務班長 髙橋 正子 電話048768

1161
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月19日から平成31年
５月17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 product to be

purchased : Hospital Information System 1

set and system maintenance commission for

6 years and 6 months

 Time‑limit for the submission of the re‑

quested material : 5 : 00 PMMay 17, 2019

 Contact point for the notice : Masako

Takahashi, Director, Accounting Division,

National Hospital Organization Higashi

Saitama National Hospital, 4147 Kuro‑

hama Hasuda‑shi Saitama‑ken 3490196,
Japan. TEL 0487681161

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 19 日
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 佐藤 司
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 購入等件名及び数量 平成31年度国際広報
キャンペーンテーマに係る広報の実施業務
一式

２ 随意契約の予定日 平成31年５月31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 ｂ「排他的権利の保
護」
４ 担当部局 〒1008914 東京都千代田区永田
町１６１ 内閣府大臣官房会計課契約第２
係 小貫 茜 電話0352532111 内線
82324
５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Advertising services of the important po‑

licies in FY 2019 1 set.

 Expected date of the contract award : 31

May 2019

 Reasons for the use of single tendering

procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : b Pro‑

tection of Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Akane

Onuki, Contract 2 Section, Accounts Divi‑

sion, Minister's Secretariat, Cabinet Office,

161 Nagata‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo
1008914 Japan. TEL 0352532111 Ext.
82324

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 19 日
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長 大鶴 哲也

◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
〇第 63 号（№63）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 赴任帰朝旅費、旅費
精算請求書等電子交付システムの構築購入等
一式

２ 随意契約の予定日 平成31年５月13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
㈱日立製作所

５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
関２２１ 外務省大臣官房会計課出納室
仲田 亘宏 電話0335803311 内線2281
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Construction of Online Delivery

System for Transfer and Travel Expenses

Settlements Bills and other Documents, 1

set

 Expected date of the contract award :

May 13, 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 : Nobuhiro

Nakata, Financial Affairs Division, Mi‑

nister's Secretariat, Ministry of Foreign Af‑

fairs, 221 Kasumigaseki, Chiyoda‑ku,
Tokyo 1008919 Japan. TEL 033580
3311 ext. 2281

〇第 64 号（№64）
１ 調達内容
 第63号１に同じ。
 購入等件名及び数量 領事業務情報システ
ム（統合プラリプレースに伴う移行・展開作
業（査証システム分））

２ 随意契約の予定日 平成31年５月９日
３ 第63号３に同じ。
４ 随意契約を予定している相手方の名称
沖電気工業㈱

５ 担当部局 〒1008919 東京都千代田区霞が
関２２１ 外務省領事局外国人課 荒井
秀治 電話0335803311 内線5833
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