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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31日10時00分
 開催場所 岡山大学医学部管理棟小会議室
５ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : General Anesthesia System 1

Set

 Time limit for the submission of com‑

ments : 12 : 00 27 June, 2019

 Contact point for the notice : Makoto

Nakamoto, Procurement Section, Manage‑

ment Division, Okayama University Hospi‑

tal, 251 Shikata‑cho Kita‑ku Okayama‑
shi 7008558 Japan, TEL 0862357540

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 27 日
支出負担行為担当官
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 231 号
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 購入等件名及び数量 「全国中学生人権作
文コンテスト」及び「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」に関する全国地方新聞への広告掲載
業務の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月17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 随意契約を予定している相手方の名称
全国地方新聞社連合会

５ 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
係 長谷川 慧 電話0335804128

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the services to be

required : Business of handling Government

advertisements on Nation‑wide Local

Newspapers, 1 set

 Expected date of the contract award : 17

June 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Protec‑

tion of Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Kei Ha‑

segawa, Procurement Section, Finance Di‑

vision, Ministers Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyodaku,
Tokyo, 1008977, Japan TEL 033580
4128

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 27 日

契約担当役
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１号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 人事給与システムラ
イセンス及び保守サービス 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月28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 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社ワークスアプリケーションズ

５ 担当部門 〒4648601 名古屋市千種区不老
町 名古屋大学本部２号館２階財務部契約課
小林 晋 電話0527895527
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : License and Maintenance Man‑

agement Operation Services for Human Re‑

source Management System 1 Set

 Expected date of the contract award : 28

June, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Protec‑

tion of Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Shin

Kobayashi, Contract Division, Financial

Affairs Department, Nagoya University,

Furo‑cho Chikusa‑ku Nagoya‑shi 4648601
Japan, TEL 0527895527

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 27 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

契約部長 磯部 篤
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08
〇第 311703１号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 高周波加速空洞筐体
の製作 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年７月５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
東芝エネルギーシステムズ株式会社

５ 担当部局 〒3191184 茨城県那珂郡東海村
大字舟石川765１ 国立研究開発法人日本原
子力研究開発機構 契約部契約第１課 電話
08091942487
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Fabrication of RF acceleration

cavity for proton synchrotron, 1 set

 Expected date of the contract award : 5

July, 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

Section 1, Contract Department, Japan

Atomic Energy Agency, 7651, Funais‑
hikawa, Tokai‑mura, Naka‑gun, Ibaraki‑

ken 3191184 Japan TEL : 0809194
2487

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 27 日
国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所
契約担当役 研究支援部長 反町 耕記

◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
〇2019 播磨第８号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 キッカー電磁石用パ
ルス電源 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月20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
ニチコン株式会社

５ 問い合わせ先 〒6795148 兵庫県佐用郡佐
用町光都１丁目１番１号 国立研究開発法人理
化学研究所播磨事業所研究支援部契約課 土手
陽子 ＴＥＬ0791580063

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Pulsed power supply for the

kicker magnet 1 set

 Expected date of the contract award : 20,

June, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the agreement on

government procurement : d Interchan‑

geability

 Contact point for the notice : Yoko Dote,

Harima Contracts Section, of Harima Ad‑

ministrative Division, RIKEN Harima

Branch, 111, Kouto, Sayo‑cho, Sayo‑
gun, Hyogo, 6795148, Japan, TEL 0791
580063.
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