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 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 10 : 00 AM, November 4, 2020

 Contact point for the notice : Linked Sys‑

tem Construction Promotion Unit, General

Affairs Division, Labour Standards Bureau,

Ministry of Health, Labour and Welfare,

484 Kamishakujii, Nerima‑ku, Tokyo
1770044 Japan, TEL 0339203311 ext.
361, 362

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務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２年 10 月 13 日
日本郵便株式会社調達部担当執行役員

上尾崎幸治
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定役務及び数量 次期システム運
用基盤の構築支援の委任 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提供期限 令和２年11月４日午前11
時00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008792 東京都千代田区大手
町二丁目３番１号 日本郵便株式会社調達部
契約担当 橋本征一郎 電話0334770641

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和２年10月13日から令和２年
11月２日まで
 交付場所 〒1008792 東京都千代田区大
手町２３１ 日本郵便株式会社ＩＴ企画
部第２システム開発室 電話0334770222
（内線325977）

４ Summary

 Classification of the services to be re‑

quired : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Entrustment of support for con‑

struction of Next‑generation system opera‑

tion platform

 Time limit for the submission of com‑

ments : 11 : 00 AM 4 November 2020

 Contact point for the notice : Seiichirou

Hashimoto, Procurement Division, Japan

Post Co., Ltd. 231 Otemachi Chiyoda‑
ku Tokyo 1008792 Japan TEL 033477
0641

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 13 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役東京国立近代美術館長

加藤 敬
◎調達機関番号 517 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 油彩その他 ピエー
ル・ボナール作「プロヴァンス風景」

２ 随意契約の予定日 令和２年11月６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「美術品」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社レンブラント

５ 担当部局 〒1028322 東京都千代田区北の
丸公園３１ 独立行政法人国立美術館 東京
国立近代美術館運営管理部会計担当係 大西
晶子 電話0332142592
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Oil Painting, etc. : Pierre Bon‑

nard, Landscape in Provence

 Expected date of the contract award : 6,

November, 2020

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Works of

art

 Contact point for the notice : Onishi

Akiko, Procurement Section, Administra‑

tive Division, Independent Administrative

Institution National Museum of Art The

National Museum of Modern Art, Tokyo

31 Kitanomaru‑koen, Chiyoda‑ku, Tokyo
1028322 Japan TEL 0332142592

〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 彫刻 舟越桂作「森
へ行く日」

２ 随意契約の予定日 令和２年11月６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「美術品」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社アート・マスター・キー

５ 担当部局 〒1028322 東京都千代田区北の
丸公園３１ 独立行政法人国立美術館 東京
国立近代美術館運営管理部会計担当係 大西
晶子 電話0332142592
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Sculpture : Funakoshi Katsura,

The Day I Go to the Forest

 Expected date of the contract award : 6,

November, 2020

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Works of

art

 Contact point for the notice : Onishi

Akiko, Procurement Section, Administra‑

tive Division, Independent Administrative

Institution National Museum of Art The

National Museum of Modern Art, Tokyo

31 Kitanomaru‑koen, Chiyoda‑ku, Tokyo
1028322 Japan TEL 0332142592

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 13 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
敦賀廃止措置実証部門
敦賀廃止措置実証本部

事業管理部長 青木 寧
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 18
〇第 024704２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 燃料交換装置のモー
タ製作 １式

２ 随意契約の予定日 令和２年11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 〒9148585 福井県敦賀市木崎65
号20番 国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部調達
課 電話0770215025 内線80379606
６ Summary

 Classification of the Products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

manufactured : Manufacturing motors of

fuel exchange machine, 1 set

 Expected date of the contract award : 5

November 2020

 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 : Purchasing

Section, Administration Department, Head

Office of Tsuruga Decommissioning Dem‑

onstration, Japan Atomic Energy Agency

6520, Kizaki, Tsuruga‑shi, Fukui‑ken
9148585 Japan TEL 0770215025 ex.
80379606




		2020-10-12T14:45:52+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




