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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

○一般物品

1

放射線防護全面マスク
Full-Facepiece Air Purifying
Respirators and Combined
Filter（for Use Against
Radiological and Nuclear
Agents）

3,200式

公告
2022年４月10日

開札
2022年５月31日

－ － －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元:消防庁予防課特殊災害室
TEL:03-5253-7528 FAX 5253-7538

2
放射線測定機器
Radiation measuring
instrument

80台

公告
2022年７月１日

開札
2022年８月21日

－ － －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元:消防庁予防課特殊災害室
TEL:03-5253-7528 FAX 5253-7538

3

水災用器具及び水難救助用器具
等
Water disaster equipment and
water rescue equipment

40式 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

4

救助用資機材搭載型小型動力ポ
ンプ積載車（3.5t未満）
Fire truck car with rescue
equipments(Less than 3.5tons)

18台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)
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5

救助用資機材・小型動力ポンプ
搬送車
Fire Converyance car with
rescue equipments

20台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

6

救助用資機材・小型動力ポンプ
搭載多機能車
Fire Multifunctional car with
rescue equipments

13台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

7

救助用資機材・防災学習用資機
材搭載型小型動力ポンプ積載車
Disaster Prevention Learning
Guide car with rescue
equipments

9台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

8

救助用資機材搭載型消防ポンプ
自動車（3.5t未満）
Fire pump car with rescue
equipments（Less than 3.5
tons）

13台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576

9

救助用資機材搭載型消防ポンプ
自動車（5t未満）
Fire pump car with rescue
equipments（Less than 5
tons）

14台 2022年5月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号）
調達元：消防庁 国民保護・防災部
防災課地域防災室 消防団係
TEL：03-5253-7561
FAX：03-5253-7576
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10

ハイスペックドローン
Unmanned aerial vehicle
(drone) with mapping software
for emergency response
(47sets)

47式 2022年6月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部防
災課広域応援室　広域応援計画係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-7569
FAX：03-5253-7537

11
エアーテント
Air tent for
disaster(200sets)

200式 2022年4月 － 2022年2月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部防
災課広域応援室　広域応援計画係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-7569
FAX：03-5253-7537

12
拠点機能形成車
Transport Vehicles(5sets)

5式 2022年5月 － 2022年3月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部防
災課広域応援室　広域応援計画係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-7569
FAX：03-5253-7537

13
拠点機能形成車資機材
Transport Vehicles equipment
(5sets)

5式 2022年6月 － 2022年4月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部防
災課広域応援室　広域応援計画係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-7569
FAX：03-5253-7537

14
NBC災害対応資機材セット
NBC disaster response
equipment set

18式
公告2022年3月
開札2022年5月

－
公示2022年1月25日
終了2022年2月22日

－
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部参
事官付救助係
TEL:03-5253-7507 FAX:5253-7576
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15
特別高度工作車
Special Sophisticated Utility
Truck

6台 2022年5月 － 2022年3月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部参
事官付救助係
TEL:03-5253-7507 FAX:5253-7577

16
小型救助車
compact rescue vehicle

18台
2022年5月

－ 2022年3月 －
物品の

製造・販売

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部参
事官付救助係
TEL:03-5253-7507 FAX:5253-7578

○コンピューター製品及びサービス

1

総合無線局監理システムにおける
次期システム更改に向けた要件定
義業務の請負
Requirements Definition for The
Renewal of PARTNER

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月31日

－

公示
2021年11月18日

終了
2021年12月8日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

2

総合無線局監理システム用コン
ピュータ機器の借入れ・構築及び
移行業務の請負（2022年度～）
The rental and migration for
computer equipment of PARTNER
(FY2022~)

1式

公告
2022年1月26日

開札
2022年3月31日

－

公示
2021年11月1日

終了
2021年11月22日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

3

総合無線局監理システム用コン
ピュータ機器（2017-2021年度、契
約番号6721-2102）の再借入れ
（2022年度）
The rental for computer equipment
of PARTNER(FY2022)

1式 － － － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

4

総合無線局監理システム　基幹系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2022年度　第１期）
The Functional Design and
Development of Computer
Software for PARTNER-Backbone
system (First Period in FY2022)

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月29日

－

公示
2021年10月28日

終了
2021年11月17日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882
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5

総合無線局監理システム　情報系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2022年度　第１期）
The Functional Design and
Development of Computer
Software for PARTNER-
Information system (First Period in
FY2022)

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月29日

－

公示
2021年10月28日

終了
2021年11月17日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

6

総合無線局監理システム　基幹系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2022年度　第２期）
The Functional Design and
Development of Computer
Software for PARTNER-Backbone
system (Second Period in FY2022)

1式 2022年4月 －

公示
2021年10月28日

終了
2021年11月17日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

7

総合無線局監理システム　基幹系
アプリケーションプログラムの保守
の請負（2022年度）
The Application maintenance for
PARTNER- Backbone system
(FY2022)

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月29日

－

公示
2021年10月28日

終了
2021年11月17日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

8

総合無線局監理システム　情報系
アプリケーションプログラムの保守
の請負（2022年度）
The Application maintenance for
PARTNER- Information system
(FY2022)

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月29日

－

公示
2021年10月28日

終了
2021年11月17日

－ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局電波部電波
政策課電波利用料企画室
TEL：03-5253-5881 FAX：5253-5882

9

電気通信行政情報システムの制
度改正に係る機能開発等の請負
（外郭団体、従事者・資格者）
The contract of
specifications of the
development involved for the
System for Telecommunication
Administration Real-time
Service

1式

公告
2022年1月21日

開札
2022年3月25日

－ － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：情報流通行政局情報流通振
興課
TEL：(03)-5253-5338／FAX：5253-
5752
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10

電気通信行政情報システムの制
度改正に係る機能開発等の請負
（第二期政府共通プラット
フォーム移行、型式指定及び型
式確認管理業務）
The contract of
specifications of the
development involved for the
System for Telecommunication
Administration Real-time
Service

1式 2022年7月 － － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：情報流通行政局情報流通振
興課
TEL：(03)-5253-5338／FAX：5253-
5752

11

電気通信行政情報システムの制
度改正に係る機能開発等の請負
（オンライン申請）
The contract of
specifications of the
development involved for the
System for Telecommunication
Administration Real-time
Service

1式 2022年10月 － － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：情報流通行政局情報流通振
興課
TEL：(03)-5253-5338／FAX：5253-
5752

12

電気通信行政情報システム
（STARS）機器の借入
Rent for the hardware for
“STARS (System for
Telecommunication
Administration Real-time
Service)”

1式

公告
2022年1月27日

開札
2022年3月29日

－ － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：大臣官房企画課情報システ
ム室
TEL：(03)-5253-5159／FAX：5253-
5160

13

電気通信行政情報システムの運
用・保守業務の請負(令和４年度
国債)
Specifications of system
operation and maintenance for
“System for
Telecommunication
Administration Real-time
Service”

1式 2022年9月 － 2022年3月 － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：情報流通行政局情報流通振
興課
TEL：(03)-5253-5338／FAX：5253-
5752



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
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 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
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on draft
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行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

14
令和４年度全国瞬時警報システ
ム（Jアラート）運用保守業務

一式

公告2022年1月17
日

開札2022年3月25
日

－
公示2021年11月11日
終了2021年12月3日

－ 役務の提供等

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元:消防庁国民保護・防災部防
災課国民保護室
TEL:03-5253-7551 FAX 5253-7543

○電気通信機器及びサービス

1

静止衛星監視設備（C帯以外）の
整備
GSO Satellite Spectrum
Monitoring Facility (except
for C Band)

1式 2022年6月 －

公示
2022年2月9日

終了
2022年3月11日

－
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

2

令和４年度　遠隔方位測定設備
（A）の保守の請負
Maintenance service for
DEURAS（A）

1式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

3

令和４年度　遠隔方位測定設
備、短波監視施設及び宇宙電波
監視施設等の保守の請負
Maintenance service for
DEURAS, DEURAS-H and DEURAS-S

1式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

4

短波監視施設センタ局の計算機
換装等の請負
Contract to replace computers
of DEURAS-H concentration
center stations

1式 － － － － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期
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行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
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か
Whether the current
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競争参加資格
の業種区分
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qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

5

令和４～８年度　遠隔方位測定
設備電波監視システム機器の借
入
Lease and after maintenance
service of DEURAS equipment

42式 － － － －
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

6

令和４年度　遠隔方位測定設備
小型可搬センサの調達
Small portable sensor of the
DEURAS-D

3式 2022年9月 －

公示
2020年7月13日

終了
2020年7月12日

○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

7

令和４年度　遠隔方位測定設備
監視業務端末等の調達
Radio monitoring operation
device of DEURAS‑D

42式 － － － －
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

8

令和４年度小型モニタリングセ
ンサによる電波発射状況及び発
射源のデータ提供の請負（継
続）
Submission of the radio wave
emitting source data by using
small monitoring sensor
system

1式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

9

令和４年度　遠隔方位測定設備
地方センタ局間設備の調達
Monitoring Measurement Units
of DEURAS-D regional center
station

2式 － － － ○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
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予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
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調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

10

令和４年度遠隔方位測定設備セ
ンサ標準Ⅳ型等14式の調達（第
１期）
DEURAS sensor station Type-
standard No4, etc.

14式 2022年7月 －

公示
2015年4月1日

終了
2015年5月7日

○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

11

令和４年度遠隔方位測定設備セ
ンサ標準Ⅳ型等15式の調達（第
２期）
（DEURAS sensor station Type-
standard No4, etc.）

15式 2022年8月 －

公示
2015年4月1日

終了
2015年5月7日

○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

12

令和４年度　電波監視車両（小
型監視車、総合監視車等）の継
続借入
Extension Rent for radio
monitoring vehicle In FY 2022

35台 － － － ○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

13

令和４年度　遠隔方位測定設備
不法無線局探索車Ⅴ型の継続借
入
Lease and after maintenance
service of DEURAS-M Type-V
for radio-wave monitoring
integration unit in FY 2022

4台 － － － ○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

14

令和４年度　電波監視車両（総
合監視車・小型監視車）の借入
Rent for radio monitoring
vehicle In FY 2022

5台 2022年7月 － － ○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915
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調達予定物品名
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15

令和４年度　電波監視車両（緊
急自動車）の借入
Rent for radio monitoring
vehicle In FY 2022

5台 2022年7月 － － ○
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

16

令和４年度　遠隔方位測定設備
可搬センサ局の移設等の請負
（沖縄総合通信事務所）
Transfer of DEURAS sensor
station

1式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

17

令和４年度　遠隔方位測定設備
センサの移設等の請負（関東総
合通信局　小金井センサ局）
Transfer of DEURAS sensor
station

1式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

18

令和４年度　閉空間用電波監視
設備の移設の請負
Transfer of radio monitoring
equipment for closed space

2式 － － － ○ 役務の提供等

大臣官房会計課契約第二係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915

19
令和４年度　周波数カウンタ付
終端型電力計の調達
RF power meter

26式 － － － －
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：総合通信基盤局 電波部 電波
環境課　監視管理室
TEL：(03)-5253-5913／FAX：5253-
5915
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20

電話交換機等の借入
(Specification of the PBX
（Private Branch Exchange)
lease in Ministry of Internal
Affairs and Communications)

1式 第4四半期予定 － 第3四半期予定 － 役務の提供等

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：大臣官房会計課管理係
TEL：(03)-5253-5124／FAX：5253-
5137

21

電話交換機等の借入（再リー
ス）
(Specification of the PBX
（Private Branch Exchange)
lease in Ministry of Internal
Affairs and Communications)

1式 － － － －
物品の

製造・販売

大臣官房会計課契約第一係
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-5132 FAX：5253-5138
調達元：大臣官房会計課管理係
TEL：(03)-5253-5124／FAX：5253-
5137

22

災害情報伝達手段に関するアド
バイザー会議支援業務
Support for Advisor Meetings
on Means of Communicating
Disaster Information

一式 2022年3月 － － － 役務の提供等

消防庁総務課会計第二係
（東京都千代田区霞が関２－１－
２）
TEL:03-5253-7506 FAX:5253-7531
調達元：消防庁国民保護・防災部防
災課防災情報室
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
TEL：03-5253-7526
FAX：03-5253-7536

23
宇宙棟ケーブル移設工事等
（cable replacement for space
radio monitoring facility）

一式 － － － － 役務の提供等

関東総合通信局総務部財務課資材係
(東京都千代田区九段南1-2-1　九段
第3合同庁舎22階)
TEL；03-6238-1654　FAX；6238-
1669
調達元；関東総合通信局電波監理部
宇宙国際調査課
(神奈川県三浦市初声町高円坊1691)
TEL：046-888-8847 FAX：887-1077
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24

電波監視設備遠隔センサの移設
(Relocation of Radio wave
monitoring equipment remote
sensor)

一式 － － － － 役務の提供等

関東総合通信局総務部財務課資材係
(東京都千代田区九段南1-2-1　九段
第3合同庁舎22階)
TEL；03-6238-1654　FAX；6238-
1669
調達元；関東総合通信局電波監理部
調査課
(東京都千代田区九段南1-2-1　九段
第3合同庁舎23階)
TEL：03-6238-1834

○その他の役務

1
家計消費状況調査の実施業務
Survey of Household Economy 1
set

一式 2022年4月 － 2022年2月 － 役務の提供等

統計局総務課支出負担行為係
（東京都新宿区若松町19ｰ１）
TEL:03-5273-1122/FAX:03-5273-
1180
調達元：統計局統計調査部消費統計
課
TEL：03ｰ5273-1011/FAX:03-5273-
1495

2

家計消費単身モニター調査の実
施業務
 Expenditure monitor survey
for one-person households 1
set

一式 2022年4月 － 2022年2月 － 役務の提供等

統計局総務課支出負担行為係
（東京都新宿区若松町19ｰ１）
TEL:03-5273-1122/FAX:03-5273-
1180
調達元：統計局統計調査部消費統計
課
TEL：03ｰ5273-1011/FAX:03-5273-
1495

3

経済センサス‐基礎調査試験調
査に係る実施等業務
Working of the pilot survey
of Economic Census for
Business Frame 1 set

一式 2022年4月 － － － 役務の提供等

統計局総務課支出負担行為係
（東京都新宿区若松町19ｰ１）
TEL:03-5273-1122/FAX:03-5273-
1180
調達元：統計局事業所情報管理課
TEL：03ｰ5273-1105/FAX:03-5273-
1494



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

4

サービス産業動向調査の実施業
務
Monthly Survey on Service
Industries 1 set

一式 2022年6月 － 2022年4月 － 役務の提供等

統計局総務課支出負担行為係
（東京都新宿区若松町19ｰ１）
TEL:03-5273-1122/FAX:03-5273-
1180
調達元：統計局統計調査部経済統計
課
TEL：03ｰ5273-1０01/FAX:03-5273-
1498



令和４年度政府調達セミナー資料

関係法人　国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）

National Institute of Information and Communications Technology

令和4年4月25日（月）



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

○一般物品

1

電波伝搬環境再現検証のための
装置群の拡張
Expansion of equipment for
sophisticated radio emulation
testbed

一式 2022年4月～6月 - 2022年4月～6月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ソーシャルイノベーションユニット
総合テストベッド研究開発推進セン
ター
テストベッド研究開発運用室
（石川県能美市旭台2-12）
TEL:0761-51-8118FAX:0761-51-8177

2

2022年度サイバーセキュリティ
演習環境拡充のためのサーバ・
ネットワーク機器の購入
Fiscal 2022 Cyber Security
Exercise Purchase of Server
Network Equipment to Enhance
Environment

一式 2022年7月 - 2022年4月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
サイバーセキュリティ研究所ナショ
ナルサイバートレーニングセンター
サイバートレーニング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-3907FAX:042-327-6128

3

2022年度サイバーセキュリティ
演習環境拡充のためのソフト
ウェア・アプライアンス機器の
購入
Fiscal 2022 Cyber Security
Exercise Purchase of software
appliance equipment to
enhance the environment

一式 2022年7月 - 2022年4月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
サイバーセキュリティ研究所ナショ
ナルサイバートレーニングセンター
サイバートレーニング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-3907FAX:042-327-6128

4
光変調器評価装置
Optical modulator evaluation
equipment

一式 2022年7月 -

公示
2022年2月4日

終了
2022年2月25日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸フロンティア研
究センター
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-
2）
TEL:078-969-2149FAX:078-969-2259

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

5
レジスト自動塗布・現像装置
Automatic resist spin coating
and development system

一式 2022年7月 -

公示
2022年3月18日

終了
2022年4月8日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸フロンティア研
究センター
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-
2）
TEL:078-969-2191FAX:078-969-2199

6

マルチチャンバー型多層膜成膜
装置
Multi-chamber type Multilayer
Deposition System

一式 2022年7月 -

公示
2022年2月1日

終了
2022年2月22日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸フロンティア研
究センター
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-
2）
TEL:078-969-2191FAX:078-969-2200

7
微小接合作製装置
MICROJUNCTION FABRICATION
APPARATUS

一式 2022年7月 - 2022年4月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所小金井フロンティア
研究センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5486FAX:042-327-6629

8

超伝導量子デバイス測定用無冷
媒希釈冷凍機
Cryogen-free dilution
refrigerator for
superconducting quantum
devices

一式 2022年7月 -

公示
2022年3月18日

終了
2022年4月8日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸フロンティア研
究センター
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-
2）
TEL:078-969-2191FAX:078-969-2199

9
計測機器
Measuring instrument

一式 2022年7月 - 2022年4月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所小金井フロンティア
研究センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5486FAX:042-327-6629

10
微細導波路作製装置
precision waveguide
fabrication tools

一式 2022年7月 -

公示
2022年3月24日

終了
2022年4月14日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所小金井フロンティア
研究センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7548FAX:042-327-6941

11
シリコン系材料深堀り装置
Deep dry-etching tools for
silicon-based materials

一式 2022年7月 -

公示
2022年3月24日

終了
2022年4月14日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所小金井フロンティア
研究センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7548FAX:042-327-6941

12
MBE装置
MBE equipment

一式 2022年7月 - 2022年4月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸フロンティア研
究センター
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-
2）
TEL:078-969-2147FAX:078-969-2199



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

13

超高磁場および高磁場磁気共鳴
断層画像装置 周辺機器
Peripheral devices for ultra-
high-field and high-field
magnetic
resonance imaging systems

一式 2022年4月 -

公示
2022年2月1日

終了
2022年2月22日

-
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ＩＣＴ研究所脳情報通信融合研
究センター
（大阪府吹田市山田丘１−４）
TEL:070-7061-6316FAX:06-7710-
9280

○コンピューター製品及びサービス

1

高度な言語処理技術を機能させ
るための計算機設備の増強
Expansion of Computer
Facilities for Achieving
Advanced Language Processing
Technologies

一式 2022年12月 - 2022年7月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研
究所／総合企画室共通基盤グループ
（京都府相楽郡精華町光台3-5）
TEL:0774-98-68786FAX:0774-98-
6955

2

脳情報データ蓄積処理基盤
Brain information data
storage and processing
platform

一式 2022年8月 - 2022年4月～5月 -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ＩＣＴ研究所脳情報通信融合研
究センター
（大阪府吹田市山田丘１−４）
TEL:070-7061-6316FAX:06-7710-
9280

○電気通信機器及びサービス

1

月テラヘルツデーAIーDXアルゴ
リズム検討
Lunar Terahertz Day AI-DX
Algorithm Study

一式 - - - - 役務の提供等

情報通信研究機構
Beyond5G研究開発推進ユニットテラ
ヘルツ研究センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5562FAX:042-327-6961

2
2022-2023年度 業務用回線運用
Circuit Operation for NICT
2022-2023

一式 - - - - 役務の提供等

情報通信研究機構
業務企画部/情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6002FAX:042-327-6877

3
6号館ネットワーク更新
Network Replacement for
Koganei Building-6

一式 - - - -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
業務企画部/情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7539FAX:042-327-6878

4
マルチコアファイバ用光減衰器
Optical attenuator for multi-
core fiber

一式 - - - -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワーク研究所フォトニック
ICT研究センター
フォトニックネットワーク研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5694FAX:042-327-7035



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

5
任意波形生成器
Arbitrary waveform generator

一式 - - - -
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワーク研究所フォトニック
ICT研究センター
フォトニックネットワーク研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5694FAX:042-327-7035

6

2022-2023 超高速研究開発ネッ
トワークテストベッド回線 （シ
ンガポール-タイ回線）
Circuit for High Speed R&D
Network Testbed 2022-2023
(Singapore - Thailand　Lines)

一式 2022年4月～6月 - - - 役務の提供等

情報通信研究機構
ソーシャルイノベーションユニット
総合テストベッド研究開発推進セン
ターテストベッド連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7177FAX:042-327-5328

7

2022年度CPSエミュレーション基
盤環境の拡張業務
FY2022 Software Development
for Expanding CPS Emulation
Environment

一式 2022年7月～9月 - 2022年4月～6月 - 役務の提供等

情報通信研究機構
ソーシャルイノベーションユニット
総合テストベッド研究開発推進セン
ターテストベッド研究開発運用室
（石川県能美市旭台2-12）
TEL:0761-51-8118FAX:0761-51-8177

8

分散管理型量子鍵配送装置
Quantum key distribution
systems with distributed
management system

一式 2022年5月 - - - 役務の提供等

情報通信研究機構
量子ICT協創センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5713FAX:042-327-6629

9

中央管理型量子鍵配送装置
Quantum key distribution
systems with centralized
management system

四式 2022年5月 - - - 役務の提供等

情報通信研究機構
量子ICT協創センター
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5713FAX:042-327-6629



National Statistics Center

令和4年4月25日（月）

令和４年度政府調達セミナー資料

関係法人　独立行政法人　統計センター



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

○コンピューター製品及びサービス

1

政府統計共同利用システムの運
用業務
Operation of "The Inter‑
Ministry Information System
for Official Statistics"

一式 2022年7月 - 2022年4月 － 役務の提供等

独立行政法人統計センター
総務部財務課調達係
東京都新宿区若松町19-1
　Tel:03-5273-1219
　FAX:03-5273-1229
調達元:情報システム部共同利用シ
ステム課
　TEL:03-5273-1359
　FAX:03-5273-1222

2
統計メタデータの整備
Standardization of
statistical metadata

一式 2022年9月 - 2022年6月 － 役務の提供等

独立行政法人統計センター
総務部財務課調達係
東京都新宿区若松町19-1
　Tel:03-5273-1219
　FAX:03-5273-1229
調達元:情報システム部共同利用シ
ステム課
　TEL:03-5273-1359
　FAX:03-5273-1222

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)
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令和4年4月25日（月）



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
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○一般物品

1
消毒液の調達
（Procure sanitizer）

713,355ｌ 2022年3月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
総務部リスク管理統括・危機管理・
震災復興対策室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0572

2

電動ファン付きウェア(ベストタ
イプ)
（Clothing with electric
fan(vest type)）

75,000着 2022年11月 － 2022年8月 － 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流事業企画部
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0686

3
硬貨選別計数機
（Coin Selector counter）

1,140個 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
金融業務部 機器担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0790

4

オープン出納機(大型)の購入及
び保守の委託
（Recycle cash service
machine(large type) and
maintenance）

350台 2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
金融業務部 機器担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0790

5

オープン出納機(小型)の購入及
び保守の委託（Recycle cash
service machine(small type)
and maintenance）

5,250台 2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
金融業務部 機器担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0790

6
紙幣小束結束機
（Bill strapping machine for
small bundle）

4,200台 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
金融業務部 機器担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0790

7
スカートほか１点
（Women's business skirts
other 1 item）

73,770着ほか 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)
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8

ヘルメット（西日本物流セン
ターエリア分）
（Helmets Nishinihon physical
distribution center Japan
Post Service Co.,Ltd）

40,000個 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

9

ヘルメット（東日本物流セン
ターエリア分）
（Helmets Higashinihon
physical distribution center
Japan Post Service Co.,Ltd）

40,000個 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

10
ポロシャツ（半そで）ほか１点
（Polo-shirts(half sleeves)
other 1 item）

26,150着ほか 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

11
外務ブルゾンほか４点
（Delivery blousons other 4
items）

61,640着ほか 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

12
男子ジャケットほか３点
（Men's Jackets other 3
items）

23,240着ほか 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

13
防寒ジャケットほか１点
（Winter Jackets other 1
item）

42,150着ほか 2022年7月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　計画担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0644

14

事業用貨物自動車（１ｔ）２Ｗ
Ｄ
（Truck 2wd(for collection
mail and parcel)）

74両 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　車両担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0645

15

事業用軽四（ハイルーフ）４Ｗ
Ｄ
（Light four-wheel Motor
Vehicles 4wd(high roof)）

239両 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　車両担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0645

16
車両用燃料（エネオス系列）
（Fuel of Vehicular (ENEOS)）

83,72ｋｌ 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　車両担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0645

17
車両用燃料（コスモ系列）
（Fuel of Vehicular (COSMO)）

42,877ｋｌ 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　車両担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0645
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18

車両用燃料（出光昭和シェル系
列）
（Fuel of Vehicular
(IDEMITSU・SHOWA SHELL)）

19,178ｋｌ 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
調達部　車両担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0645

19

ロールパレット(鉄製・Ⅴ型)
ほか１点
（Roll-box-pallets (Steel
Type5) and other 1 items）

6,784個ほか 2022年4月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
輸送部
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0844

20

ロールパレットケース（透明
型）
（Transparent mail tray(Clear
type)）

168,000個 2022年4月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
輸送部
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0844

21

Ｘ線検査装置（据置・ＡＤ型）
の購入及び保守の委託(検査トン
ネル開口寸法75ｃｍ（Ｗ）×55
ｃｍ（Ｈ）)
（X-ray Inspection System
(fixed,AutoDetection type)
and Maintenance）

4式 2022年5月 － 2022年4月 － 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
輸送部
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0844

22
集配用キャリーボックス
（Box for Collection And
Delivery）

9,900個 2022年5月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流業務統括部　集配企画室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0742

23
郵便差出箱（十号）
（Post（No.10））

5,700個 2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流業務統括部　集配企画室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0742

24
郵便差出箱（十三号）
（Post（No.13））

1,500個 2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流業務統括部　集配企画室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0742

25
郵便差出箱（十四号Ｗ）
（Post（No.14W））

5,550個 2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流業務統括部　集配企画室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0742

26
KITTE博多で使用する電気
（Electricity to be used in
KITTE hakata）

5,200ｋＷ 2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
不動産部　契約審査担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0812

27

郵便内務事務用パソコンの購入
及び保守
（Purchase and maintenance of
postal office work PC）

1式 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666
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28

エプソンＶＰ４３００用リボン
カートリッジ
（EPSON ribbon cartridge
VP4300）

5,590本 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

29
サーマルプリンタ用感熱用紙
（Thermal paper for thermal
printers）

236,700巻 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

30

内務ＰＲインク（リコー5500ブ
ラック）ほか３点
（Ink cartridge (Ricoh
GC31KHU) and other 3 items）

23,500個ほか 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

31

内務プリンタ(SP6410)用ドラム
ユニット
（Drum unit of SP6410 for
postal office work PC）

5,700個 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

32
領収証兼監査用紙（感熱型Ⅱ）
（Receipt-paper used by New
Postal Counter Machine）

182,880巻 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

33

バーコードラベル（一般用）ほ
か３点
（Barcode-Label(for General)
and other 3 items）

18,850巻 2022年12月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

34

書状区分機の購入及び保守の委
託
（Letter Sorter, and
Maintenance）

11個 2022年10月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流施設室　機械化推進担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0750

35

書状区分機用ＯＣＲ装置の購入
及び保守の委託
（OCR for Letter Sorter, and
Maintenance）

1式 2022年10月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流施設室　機械化推進担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0750

36
書状自動押印機
（Automatic letter cancelling
machine）

127台 2022年4月 － － ○ 物品の製造・販売

日本郵便株式会社
郵便・物流施設室　機械化推進担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0750

37

チ17000貯金受払表（１及び２）
Daily balance sheet of
banking service (no.1 and
no.2)

933,240束 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コーポレートスタッフ部門　総務部
資材担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1715
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38
チ30170自動払込利用申込書
Automatic payment
appliciation form

353,650冊 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コーポレートスタッフ部門　総務部
資材担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1715

39

チ34420　ゆうちょダイレクト利
用申込書（小樽貯金事務セン
ター送付用）ほか10点
Application forms for Yucho
direct

1,798,000部 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コーポレートスタッフ部門　総務部
資材担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1715

40

チ35030・窓付封筒(新処理
用)(小)(東日本用)（チ35030）
ほか2点
Panel Envelope（for new
transaction）(Small
size)(Higshinihon physical
distribution Center)

22,414箱 2022年9月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コーポレートスタッフ部門　総務部
資材担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1715

41

情報管理センターで使用する電
気
（Electricity to be used in
IT Systems Management
Center）

 7,857,000
kWh

2023年2月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
IT管理部
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6102
FAX：03-6455-6132

42
防寒ジャケット（Winter ｊ
ackets）

4,580      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

43 防寒スラックス(Cold slacks） 4,580      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349
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44
男子ジャケット（Men's
jackets）

6,840      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

45
男子スラックス（Men's
slacks）

19,080     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

46
男子スラックスＳ（Men's
slacks Ｓ）

13,080     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

47
女子ジャケット（Women's
jackets）

1,920      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

48
女子スラックス（Women's
slacks）

2,280      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

49
女子スラックスＳ（Women's
slacks Ｓ）

2,280      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

50 スカート（Skirts） 3,600      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

51 ベスト（Vests） 4,080      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

52 ベストＳ（Vests Ｓ） 2,760      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

53
ヘルメット（東日本）（Helmets
(eastern japan)）

11,568     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

54
ヘルメット（西日本）（Helmets
(western japan)）

12,384     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

55
レインジャケット（Rain
jackets）

2,580      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

56
レインスラックス（Rain
slacks）

2,580      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

57
ウィンドブレーカー
（Windbreakers）

1,680      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349
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58
盛夏シャツ（長そで）
（Midsummer shirts）

3,000      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

59
盛夏ブラウス（長そで）
（Midsummer blouses）

3,000      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

60
盛夏シャツ（ニットタイプ）
（Midsummer shirts (knit
type)）

3,600      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

61
オーバーブラウス（ピンク）
（Overblouses (pink)）

3,360      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

62
盛夏シャツ（男女兼用）
（Midsummer shirts (unisex)）

18,400     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

63 ワイシャツ（Shirts） 45,320     2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

64 ブラウス（Blouses） 6,360      2022年8月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349
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65

両そで机(W1600)10台ほか150
点の購入（About pieces of 10
Double pedestal desk（W1600）
and 150 other items）

3,100      2022年6月 － － ○ 物品の製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2573
FAX：03-3242-4349

66

情報システムの更改及び更改後
の情報システムの保守等の実施
(Renewal and maintenance of
information system)

一式 2022年10月 － 2022年8月 － 役務の提供等

(独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵
便局ネットワーク支援機構総務部会
計課
（東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門
40MTビル3階　TEL:03-5472-7103
FAX:03-5402-7169）

○コンピューター製品及びサービス

1

統合文書管理システムのOSバー
ジョンアップに伴う作業及び機
能改善と保守の委託
（Maintenance associated with
OS version upgrade of
function improvement and
operation and maintenance of
JP Group document management
system）

1式 － 2021年12月 － 役務の提供等

日本郵政インフォメーションテクノ
ロジー株式会社クラウドサービス本
部クラウド開発部
東京都新宿区新宿6-27-30
TEL:03-4511-8009

2

大規模向けポータルシステムの
OSバージョンアップに伴う作業
及び運用保守の委託
（Outsourcing of work and
maintenance associated with
the OS version upgrade of the
portal system）

1式 － 2022年4月 － 役務の提供等

日本郵政インフォメーションテクノ
ロジー株式会社クラウドサービス本
部クラウド開発部
東京都新宿区新宿6-27-30
TEL:03-4511-8009

3

日本郵便株式会社Webサイトの運
用等の委託
（Consignment of the
maintenance of Japanpost's
website）

1式 2022年11月 － 2022年9月 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

4

郵便内務事務用パソコンの設
計、構築及び展開
（Design, construction and
deployment of postal office
work PC）

1式 2022年9月 － － ○ 役務の提供等

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

5
内務PC等の維持の委託
（Commission of PCs
maintenance）

1式 2022年12月 － － ○ 役務の提供等

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666
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6

郵便情報システム共通基盤の
ハードウェア保守の委託
（Consignment of hardware
maintenance of Japan Post
Common IT Infrastructure）

1式 2022年12月 － － ○ 役務の提供等

日本郵便株式会社
IT企画部　計画調整担当
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0666

7

日本郵便システムヘルプデスク
用システム
（The system for Japan Post
System Help Desk）

1式 2022年12月
公示

2022年1月11日
2022年8月 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

8

JPインターナルネットワークの
構築及び保守の委託
（Outsourcing of construction
and maintenance of JP
internal network）

1式 2022年6月 － 2022年4月 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

9

認証基盤システムの構築及び保
守の委託
（Outsourcing of construction
and maintenance of
authentificaion
infrastructure）

1式 2022年11月 － 2022年10月 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

10

仮）訪問支援モニタリングシス
テム2022年度改修
（Visit support monitoring
system 2022 renovation）

1式 未定 未定 未定 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

11
仮）郵便局窓口支援システム
2022年度改修

1式 未定 未定 未定 － 役務の提供等

日本郵便株式会社
広報室
東京都千代田区大手町2-3-1
TEL:03-3477-0198

12

AML/CFTデータ管理システム
(仮）の調達、及び保守・運用の
委託
Procurement of  AML/CFT data
quality management
system(temporary name)
 and consignment of running
and  maintenance for the
system

一式 2022年10月 － 2022年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コンプライアンス部門　マネー・
ローンダリング対策部　データ管理
担当
〒136-0075
東京都江東区新砂3-3-9 長谷工南砂
町駅前ビル6階
電話：03-3477-2002



区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

13

預金者情報の確認及びコールセ
ンター業務の委託
Outsourcing of confirmation
of customer information and
call center operations.

一式 2022年4月 － 2021年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務統括部　貯金情報整
備担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1879
FAX：03-3477-1739

14

現金自動入出金機の購入及び保
守
Recycle cash service machine
and maintenance

235台 2022年5月 － 2022年3月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務統括部　日締・資金
担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1749
FAX：03-3477-1739

15

点検・監査事務システム
Providing inspection and
audit office work system at
directly managed stores

一式 2022年5月 － 2022年3月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務支援部　店舗改革担
当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1790
FAX ：03-3477-1784

16
事務センターシステムの更改
Renewal of Japan Post Bank
Operation Center System

一式 2022年10月 － 2022年8月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
システム部門 システム統括部 次世
代システムG
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー18階
電話：03-3477-1826
FAX：03-3477-1802

17

現金自動預払機(4型)の製造請負
及び保守
Manufacturing And Maintenance
Check Consignment Of
Automatic Teller Machines
(Type4)

13,692式 2022年5月 －
2021年12月
（実施済）

－ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
システム部門　システム開発第二部
営業店･ATMPT ATMG
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー18階
電話：03-3477-1888
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18

デジタルマーケティングシステ
ムの導入
Introduction of Digital
Marketing System

一式 2022年8月 － 2022年5月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
営業部門　営業統括部　営業戦略室
開発案件担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー20階
電話：03-3477-2007

19
会計システム開発の委託
（consignment of development
for accounting system）

一式 2023年1月 － 2022年9月1日 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
資金会計部
東京都千代田区大手町2-3-1　大手
町プレイスウエストタワー
TEL：03-3477-2404
FAX：03-3242-4321

20
かんぽPCの購入及び保守の委託
（Purchase and maintenance of
the kampo personal computer）

一式 2023年1月～3月 － 2022年7月～9月 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
IT企画部IT改革推進室
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6105
FAX：03-6455-6132

○電気通信機器及びサービス

1

リモートアクセスサービスの導
入及び保守の委託
(The delivery and maintenance
of communication and remote
access service)

一式 2023年1月～3月 － 2022年7月～9月 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
IT企画部IT改革推進室
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6105
FAX：03-6455-6132

○医療技術製品及びサービス

1
核医学診断装置
Nuclear medicine
equipment

一式 2022年5月 －
2021年12月8日
（実施済）

－ 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

2
レーザー治療器
Laser therapy equipment

一式 2022年10月 － － － 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

3
X線透視撮影装置
X-ray equipment

一式 2022年10月 － － － 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384
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4
手術用顕微鏡
Operating microscope

一式 2022年10月 － － － 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

5
低温プラズマ滅菌器
Plasma sterilizer

一式 2022年10月 － － － 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

6
超音波診断装置
Ultrasonic diagnostic
equipment

一式 2022年8月 － － － 物品の製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

○その他の役務

1
東京逓信病院社屋清掃請負
Building cleaning in Tokyo
teishin Hospital

一式 2022年12月 － － ○ 役務の提供等

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2-14-23
TEL：03-5214-7111
FAX：03-5214-7384

2
警備輸送等の委託（東日本）
Armored car services (Eastern
part of Japan)

一式 2022年12月 － 2022年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務統括部　日締・資金
担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1749
FAX：03-3477-1739

3
警備輸送等の委託（西日本）
Armored car services (Western
part of Japan)

一式 2022年12月 － 2022年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務統括部　日締・資金
担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1749
FAX：03-3477-1739

4
硬貨整理保管事務の委託
Arrangement and storage
services of a coin

一式 2022年12月 － 2022年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
事務部門　事務統括部　日締・資金
担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1749
FAX：03-3477-1739
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5

車両リース及び車両関連業務の
委託（メンテナンスリース契約
編）
（Consignment of vehicle
lease and vehicle-related
business (maintenance lease
contract  edition))

3,350台 2022年9月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行　本社
コーポレートスタッフ部門　総務部
資材担当
〒100-8793
東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイスウエストタワー19階
電話：03-3477-1715

6

保険料払込証明書等の発送等の
委託
（The Outsourcing of the
Preparation of WRITTEN
CERTIFICATE OF THE PAYMENT OF
INSURANCE PREMIUMS）

一式 2022年9月16日 － 2022年4月22日 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
契約サービス部
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6581
FAX：03-6455-6598

7

住所不明契約に関する住所調査
および案内書発送等の委託
（Consignment of address
investigation and guidebook
delivery regarding address
unknown contract）

一式 2022年6月29日 －
2022年1月31日～2022

年2月20日
－ 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
契約サービス部
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6590
FAX：03-6455-6598

8

お客さまあて帳票の印刷・発送
等の委託
（The Outsourcing of printing
and mailing the Documentation
for the customer and
accompanying affairs）

一式 2023年1月 － 2022年9月1日 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
契約サービス部
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6584
FAX：03-6455-6598

9

保険証券等の印刷・発送等の委
託
（The Outsourcing of printing
and mailing insurance
policies and so on for the
customer）

一式 2023年1月 － 2022年9月1日 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
契約サービス部
東京都品川区北品川5丁目6番1号
大崎ブライトタワー
TEL：03-6455-6584
FAX：03-6455-6598

10

郵便局でのポスター掲出の委託
(Commissioned work for
posting the poster at the
post offices)

一式 2022年4月 －
2022年3月22日

～
2022年4月11日

－ 役務の提供等

(独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵
便局ネットワーク支援機構総務部会
計課
（東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門
40MTビル3階　TEL:03-5472-7103
FAX:03-5402-7169）

11

郵便貯金の早期払戻し促進のた
めの周知広報施策の実施
(Entrustment of issuing and
dispatching customer notice
to facilitate early receipt
of postal savings' payment)

一式 2022年12月 － 2022年11月 － 役務の提供等

(独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵
便局ネットワーク支援機構総務部会
計課
（東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門
40MTビル3階　TEL:03-5472-7103
FAX:03-5402-7169）



令和４年度政府調達セミナー資料

関係法人　　日本電信電話（株）　

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

令和4年4月25日（月）

　　　　　　　　東日本電信電話（株）
　　　　　　　　西日本電信電話（株）



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

○一般物品

1

ＮＴＴ東日本関東病院で使用す
る電気
Electricity to use in NTT
Eest Kanto Hospital

,224,222kWh 2022年7月 － － ○
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
総務担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL：03-3448-6660

2

ＮＴＴ東日本関東病院で使用す
るガス
Gas to use in NTT Eest Kanto
Hospital

1,728,718㎥ 2022年7月 － － ○
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
総務担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL：03-3448-6660

○医療技術製品及びサービス

1
病理部門システム
Pathology department system
1set.

1式 2022年5月 2022年1月 2022年3月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611

2
内視鏡部門システム
Endoscope department system
1 set.

1式 2022年6月 2022年2月 2022年4月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611

3
注射薬払出システム
Injection drug withdrawal
system 1 set

1式 2022年5月 2022年2月 2022年3月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

4
ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ用ｺﾊﾞﾙﾄ60線源
Cobalt-60 Radiation Source
for GammaKnife 1set

1式 2022年4月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)
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5
CCUベットサイドモニタ
Coronary care unit monitoring
systemt

1式 2022年7月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

6

歯科口腔外科用パノラマ
撮影装置
Panorama imaging device for
dental and oral surgery

1式 2022年7月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

7

超音波画像診断装置（生理検査
室）更改
Ultrasound diagnostic imaging
equipment

1式 2022年6月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

8

電導磁気共鳴診断装置（第1ＭＲ
検査室）更改
Whole body magnetic resonance
imaging system

1式 2022年9月 2022年5月 2022年7月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

9
麻酔管理システム
Anesthesia management system
1set

1式 2022年6月 2022年3月 2022年4月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
経営企画担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

10
電子カルテＮＷ更改
Electronic medical record NW
renewal

6式 2022年5月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

11
電子カルテＨＷ更改
Electronic medical record HW
renewal

1式 2022年4月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

12
電子カルテ用ＰＣ
A set of PCs for electronic
medical records

1式 2022年7月 2022年4月 2022年5月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527
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13
外来案内表示板
Outpatient information
display board 1set

1式 2022年10月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

14
細菌検査・感染管理システム
Bacterial test / infection
control system 1set

1式 2022年9月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

15
薬剤部部門システム
Pharmaceutical department
department system 1set

1式 2022年10月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

16
医療用画像管理システム
Medical image management
system　 1set

1式 2022年9月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本札幌病院
医療情報システム担当
(札幌市中央区南1条西15丁目)
TEL:011-623-7530
FAX:011-623-7527

17
ナースコールシステム増設
Nurse call system expansion

1式 2022年4月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611
FAX:03-3448-6621

18
電子カルテ機能追加
Addition of electronic
medical record function

1式 2022年5月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611

19
部門システム用仮想サーバ導入
Introduced virtual server for
departmental system

1式 2022年9月 2022年5月 2022年7月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611

20 眼科ファイリングシステム 1式 2022年7月 2022年4月 2022年6月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
情報システム担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6611

21 Ｘ線ＴＶ装置更改 1式 2022年6月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本伊豆病院
医事担当
静岡県田方郡函南町平井７５０
℡055-979-1862
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The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

22 内視鏡等医療用器材 1式 2022年9月 2022年5月 2022年7月 －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6617

23
医療材料
Medical materials

1式 2022年12月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6618

24
院内検査用試薬
Reagents for in-hospital
examination

1式 2022年12月 － － －
物品の

製造・販売

ＮＴＴ東日本関東病院
契約担当
東京都品川区東五反田5-9-22
TEL:03-3448-6126
FAX:03-3448-6631



令和４年度政府調達セミナー資料

関係法人　　日本放送協会　

Japan Broadcasting Corporation

令和4年4月25日（月）



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

　（省庁等名／Ministry of Internal Affairs and Communications）

区分
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

 予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意見
招請の予定時期
The date of the

request for comments
on draft

specifications

行政サービスの継続性の
観点から既存の仕様を繰
り返し採用する案件か否

か
Whether the current

specifications will be
kept for FY2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

Eentity's name
Address/Tel/Fax

○コンピューター製品及びサービス

1

報道系共通NW設備の整備
Provision of network
infrastructure for new
broadcasting center

一式 2022年8月 - 2022年5月 -
物品の

製造・販売

日本放送協会経理局調達部
（東京都渋谷区神南2－2－1）
TEL：03-5455-5520
FAX：03-5455-5592

2

営業基幹システム　レガシーマ
イグレーション
Core business system legacy
migration

一式 2022年7月 - 2022年5月 -
物品の

製造・販売

日本放送協会経理局調達部
（東京都渋谷区神南2－2－1）
TEL：03-5455-5520
FAX：03-5455-5592

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)


	総務省
	NICT
	統計センター
	日本郵政Ｇ
	NTT東日本
	NHK

