
令
和

年


月

日
金
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第



号
)

官
報

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和３年10月１日から令和３年
11月16日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 令和３年10月４日 15時30分
 開催場所 浜松医科大学管理棟２階第二会
議室

５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Angiography biplane system 1

Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Ａ Bi‑directional fluoroscopy is the DR

method, which enables angiography and

intravascular treatment with high defini‑

tion digital fluoroscopy and digital im‑

ages.

Ｂ Cardiovascular examination Having

high‑performance support arm, examina‑

tion table and other configurations of X‑

ray generation system equipment in order

to carry out treatment smoothly and pro‑

mptly. It has a system to reduce the ra‑

diation exposure of the operator and pa‑

tient.

Ｃ To have accurate blood vessel mea‑

surement software, analytical processing

technology and various image processing

technologies to perform intravascular

treatment at a high level.

Ｄ Have a useful environment for opera‑

tion in image distribution of devices and

peripheral devices.

Ｅ Being able to develop an environment

conforming to medical safety and effi‑

cient operation of operations.

Ｆ This system should be connected to the

network of hospital information system

(HIS), radiology information system

(RIS), radiology reporting system, and

picture archiving and communication

system (PACS).

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 16 November,

2021

 Contact point for the notice : Tetsuaki

Wada, Medical Affairs Division, Hama‑

matsu University School of Medicine, 1
201 Handayama Higashi‑ku Hamamatsu‑
shi 4313192 Japan, TEL 0534352553

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３年 10 月１日
警察大学校教務部会計課長 金澤 武好

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、28
 購入物品及び数量
人材育成基盤装置 １式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和３年10月21日17時15
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1838558 東京都府中市朝日町
３12１ 警察大学校サイバーセキュリ
ティ対策研究・研修センター 佐々木直彦
電話0423543550 内線5441

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和３年10月１日から令和３年
10月21日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 28

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Equipment for Cyber Security

HRD (Human Resource Development), 1

set

 Time‑limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 15 21 October, 2021

 Contact point for the notice : Naohiko

Sasaki, Cyber Security Research‑Training

Center, National Police Academy, 3121
Asahi‑cho Fuchu‑shi Tokyo 1838558 Ja‑
pan. TEL 0423543550 ext. 5441

意見招請に関する公示
次のとおり調達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３年 10 月１日

総務省統計局長 井上 卓
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 72
 購入等件名及び数量 個人企業経済調査の
実施業務 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和３年10月22日午後12
時迄（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1628668 東京都新宿区若松町
19１総務省第二庁舎 総務省統計局総務課
支出負担行為係長 谷山 電話035273
1122 E‑mail g-futankoui@soumu.go.jp

３ 仕様書案の交付等
 交付期間 公示日から意見の提出期限まで
 交付場所 政府電子調達ＨＰの「調達情報
確認」から該当案件にアクセスし入手するこ
と。

４ 仕様書案の説明会
説明会に参加しようとする者は、令和３年10
月６日16時00分までに２へ説明会参加の旨を
メールで登録すること。
 開催日時 令和３年10月７日16時00分
 開催場所 総務省第二庁舎１階105号室
５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 72

 Nature and quantity of the services to be

required : Unincorporated Enterprise

Survey 1 set.

 Time limit for the submission of com‑

ments : 12 : 00 PM 22 October 2021

 Contact point for the notice : TANI‑

YAMA, Contract Unit, General Affairs Di‑

vision, Statistics Bureau, Ministry of Inter‑

nal Affairs and Communications, 191 Wa‑
kamatsu‑cho Shinjuku‑ku, Tokyo 162
8668 Japan TEL 0352731122

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３年 10 月１日
文部科学省大臣官房会計課長 浅野 敦行

◎調達機関番号 016 ◎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
次期「政府統計共同利用システムに係る自
動連携及び集計システム」運用・保守業務
一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和３年10月27日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008959 東京都千代田区霞が
関３２２ 文部科学省大臣官房会計課用
度班契約第三係 大森 芳朗 電話03
52534111 内線3409

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和３年10月１日から令和３年
10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３年10月８日14時00分
 開催場所 文部科学省入札室
５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Oparation and maintenance for

MEXT's automatic cooperation and aggre‑

gate system concerning government statis‑

tics shared use system 1 Set

 Time limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 27 October, 2021

 Contact point for the notice : OMORI

Yoshiaki, Supplies Section, Budget and Ac‑

counts Division, Minister's Secretariat, Mi‑

nistry of Education, Culture, Sports, Sci‑

ence and Technology, 322 Kasumi‑
gaseki Chiyoda‑ku Tokyo 1008959 Japan,
TEL 0352534111 ex. 3409
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