意見招請に関する公示

随意契約

次のとおり調達物品の仕様書の案の作成が完了
したので、仕様書案に対する意見を招請します。

(号外政府調達第  号)

令和３年６月９日
契約責任者

西日本高速道路株式会社
代表取締役社長

◎調達機関番号

419

前川

◎所在地番号

秀和

27

〇第 16 号
１

調達内容


品目分類番号



購入等物品及び数量

14

無線ＬＡＮ機器
２

一式

意見の提出方法


意見の提出期限

令和３年７月８日午後４

時00分（郵送の場合は必着のこと。）

報



提出先

〒5300003 大阪府大阪市北区堂

島１６20

西日本高速道路株式会社

務部契約審査課

課長代理

庄司

信夫

財
電

官

話0663449239
３

仕様書案の交付


交付期間

令和３年６月９日から令和３年

７月８日まで。

令和  年  月  日

水曜日



交付場所

４

上記２に同じ。

Summary


Classification of the products to be pro‑

cured : 14


Nature and quantity of the products to be
purchased : Wireless LAN Device 1 set



Time‑limit for the submission of com‑
ments : 4 : 00 P.M. 8 July 2021



Contact point for the notice : Shoji Nobuo
Assistant Manager, Accounting Division,
Accounting and Finance Department, West
Nippon Expressway Company Limited, 1



620 Dojima, Kita‑ku, Osaka City, Osaka
Prefecture 530  0003 Japan, TEL 06 
63449239

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３年６月９日
随意契約に関する公示
経理責任者
次のとおり随意契約について公示します。
独立行政法人国立病院機構
令和３年６月９日
横浜医療センター院長 鈴木 宏昌
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 14
敦賀廃止措置実証部門
１ 調達内容
敦賀廃止措置実証本部
 品目分類番号 22、31
事業管理部長 青木
寧
 購入等物品及び数量 血 管 連 続 撮 影 装 置
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 18
（アンギオ装置） 一式
〇第 024704２号
２
随意契約の予定日 令和３年７月20日
１ 調達内容
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 品目分類番号 26
る協定」の規定上の理由 ｃ「緊急性」
 購入等件名及び数量 令和３年度 ホール
ボディカウンタの更新 １式
４ 随意契約を予定している相手方の名称
２ 随意契約の予定日 令和３年７月16日
フィリップス・ジャパン株式会社
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す ５ 担当部局 〒2458575 神奈川県横浜市戸塚
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
区原宿３60２ 独立行政法人国立病院機構
４ 随意契約を予定している相手方の名称
横浜医療センター 企画課長 渡邉 博幸 電
富士電機株式会社
話0458512621
５ 担当部局 〒9148585 福井県敦賀市木崎65
６ Summary
号20番 国立研究開発法人日本原子力研究開発
 Classification of the services to be pro‑
機構 敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実
cured : 22, 31
証本部 事業管理部調達課

Nature and quantity of the services to be
電話0770215025 内線80379602
required : Angiography system
６ Summary
 Expected data of the contract award :
 Classification of the Products to be pro‑
July 20, 2021
cured : 26
 Reasons for the use single tendering Pro‑
 Nature and quantity of the products to be
manufactured : Reiwa 3rd year Replace of
cedures as provided for in the Agreement
whole body counter, 1 set
on Government Procurement : c Extreme
 Expected date of the contract award : 16
Urgency
July 2021
 Contact point for the notice : Hiroyuki
 Reasons for the use single tendering pro‑
Watanabe, Director, Accounting Division,
cedures as provided for in the Agreement
National Hospital Organization Yokohama
on Government Procurement : d Interc‑
Medical Center, 3602 Harajuku Tot‑
hangeability
suka‑Ward Yokohama‑city Kanagawa Pre‑
 Contact Point for the notice : Purchasing
fecture 2458575, Japan. TEL 045851
Section, Administration Department, Head
2621
Office of Tsuruga Decommissioning Dem‑
onstration, Sector of Tsuruga Decom‑
随意契約に関する公示
missioning Demonstration, Japan Atomic
次のとおり随意契約について公示します。
Energy Agency 6520, Kizaki, Tsuruga‑
令和３年６月９日
shi, Fukui‑ken 9148585 Japan TEL 0770
全国健康保険協会理事長 安藤 伸樹
215025 ex. 80379602

◎調達機関番号 427 ◎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
 次期健康保険システム統計分析アプリ
ケーションに係る設計・開発・試験・移行
等の業務（基盤更改対応） 一式
 次期マイナンバー管理アプリケーション
に係る設計・開発・試験・移行等の業務
（基盤更改対応） 一式
 次期システム更改に係る現行ポータル・
コミュニケーションツールでの移行対応等
業務 一式
 次期システム更改に係る現行システムで
の移行対応等業務 一式
 次期健康保険システム適用・徴収、現金
給付、債権管理、法３２アプリケーショ
ンに係る設計・開発・試験・移行等の業務
（基盤更改対応） 一式
 次期健康保険システムレセプト点検アプ
リケーションに係る設計・開発・試験・移
行等の業務（基盤更改対応） 一式
 次期健康保険システム保健事業アプリ
ケーションに係る設計・開発・試験・移行
等の業務（基盤更改対応） 一式
 船員アプリケーションに係る設計・開
発・試験・移行等の業務（基盤更改対応）
一式
２ 随意契約の予定日
〜 令和３年８月２日
〜 令和３年６月29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
 株式会社日立製作所
 株式会社ビー・エス・デーインフォメー
ションテクノロジー
 株式会社野村総合研究所
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
５ 担当部署 〒1608507 東京都新宿区四谷
１６１ ＹＯＴＳＵＹＡ ＴＯＷＥＲ ６
階 全国健康保険協会本部 経理グループ 担
当 木下 竜一 電話0366808199

