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仕様書案の交付
交付期間 令和２年11月20日から令和２年
12月10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２年11月30日14時00分から
 開催場所 中央合同庁舎第４号館共用443
会議室
５ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Design and development national
property duties to be concerned with gener‑
al information management system repair,
1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 30 p.m. December 11, 2020
 Contact point for the notice : SUZUKI
Masanori, Procurement Section, Accounts
Division, Ministers Secretariat, Ministry of
Finance, 311 Kasumigaseki Chiyoda‑
ku, Tokyo 1008940 Japan. TEL
0335814111 ext. 2140
〇第２号（№２）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
官庁会計システム等の運用に係る保守管理
業務 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年12月11日17時30
分（郵送の場合は必着のこと。）。
 提出先 第１号の２に同じ。
 問い合わせ先 第１号の２に同じ。
３ 仕様書案の交付
 交付期間 第１号の３に同じ。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary
 The same with the Notice above (No. 1)
 Nature and quantity of the services to be
required : System maintenance manage‑
ment of the governmental accounting data
management systems, 1 set
 The same with the Notice above (No. 1)
 The same with the Notice above (No. 1)


意見招請に関する公示

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。
令和２年 11 月 20 日
支出負担行為担当官
国税庁長官官房会計課長 寺田 広紀
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 借入物品等及び数量 令和３年度インター
ネット接続環境用機器及び回線等の借入等
一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年12月21日17時00
分（送付の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008978 東京都千代田区霞が
関３１１ 国税庁長官官房会計課契約第
二係 加重 彰吾 電話0335814161 内
線3645
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和２年11月20日から令和２年
12月21日まで。
 交付場所 〒1008978 東京都千代田区霞
が関３１１ 東受付室内入札説明室
ただし、仕様書（案）は「電子調達システ
ム」を利用して入手することができる。
４ 仕様書案の説明会
開催日時及び場所 令和２年11月30日15時30
分 中央合同庁舎四号館 1203会議室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 14, 71, 27
 Nature and quantity of the products to be
rent : Equipment and lines for the Internet
connection environment in 2021 fiscal year
1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 17 : 00 21 December 2020
 Contact point for the notice : KAJU
Shogo Procurement Section, Accounts Divi‑
sion, Commissioners Secretariat, National
Tax Agency, 11 Kasumigaseki 3chome,
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008978 Japan. TEL
0335814161 ex. 3645

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。
令和２年 11 月 20 日
支出負担行為担当官
厚生労働省職業安定局雇用保険課長
長良 健二
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
職業紹介業務及び雇用保険業務におけるマ
イナンバーカード活用のためのシステム開発
一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年12月10日午後５
時（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒1770044 東京都練馬区上石神
井４８４ 厚生労働省職業安定局労働市
場センター業務室システム企画係 酒井 孝
明、藤野 江美、村上 貴哉 電話033920
3311（内線251、214、252）
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和２年11月20日午前10時から
令和２年12月10日午後５時まで
 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２年11月30日午前10時00分
から 説明会場への入場は午前９時55分から
とする。
当日は説明会場以外の執務室への立入は原
則として不可とする。
 開催場所 厚生労働省上石神井庁舎１階セ
ンター会議室
５ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Systems development for utiliz‑
ing My Number card of Job Placement bu‑
siness and Employment Insurance, 1 set.
 Time limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM, 10 December, 2020



Contact point for the notice : Takaaki
sakai, Emi Fujino, Takaya murakami, La‑
bour Market Center Operation Office, Em‑
ployment Security Bureau, Ministry of
Health Labour and Welfare, 484 Ka‑
mishakujii, Nerima‑ku, Tokyo, 1770044,
Japan, TEL : 0339203311 ex. 251, 252,
519

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。
令和２年 11 月 20 日
支出負担行為担当官
厚生労働省職業安定局雇用保険課長
長良 健二
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
外国人求職者の増加に伴うハローワークシ
ステム（職業紹介サブシステム）の開発業務
等一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年12月10日午後５
時（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒1770044 東京都練馬区上石神
井４８４ 厚生労働省職業安定局労働市
場センター業務室 インターネットシステム
係 大 野 浩 司、 沖 中 亮 祐 電 話 03 
39203311（内線221、内線225）
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和２年11月20日午前10時から
令和２年12月10日午後５時まで
 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２年11月30日午前11時から
説明会場への入場は午前10時55分からとす
る。
当日は説明会場以外の執務室への立入は原
則として不可とする。
 開催場所 厚生労働省上石神井庁舎１階セ
ンター会議室

