
　◎以下の調達案件は、令和３年４月１日現在の予定です。調達件名及び入札公告予定時期等は変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。

企画管理部　財務・会計課　契約担当　TEL　０３－３４８１－１９３２

　
e-mail :  g-keiyaku@nite.go.jp

番号 調達予定件名 予定数量 契約の種別 契約方式 事業内容等

技術審査の
有無

※公告時に変更する場合
がある。

入札公告
予定時期

納入期限
又は

契約期間
納入場所等 契約担当部署 状態 備　考

1 内省や自己認識支援サービスの提供 1 役務の提供 一般競争入札

職員が内省や自己の役割認識を通
じて主体的に行動するための原理
原則を習得するための研修等の実
施

有 令和3年4月
契約締結日～
令和4年2月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

2 オンライン学習サービスの提供 1 役務の提供 一般競争入札
一般的なマネジメントスキルを学習
できるオンライン学習サービス（e-
ラーニング）の調達

有 令和3年4月
契約締結日～

1年間
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

3 新任層階層別研修の企画及び実施 1 役務の提供 一般競争入札
新任の管理職・専門官・主査・主任
の職員へのマインドセット、スキル
の習得、演習

有 令和3年4月
契約締結日～
令和3年12月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

4 書棚購入 未定 物品購入 一般競争入札
別館1階書庫で使用する書棚（平置
きもしくは平行移動書庫）の購入

有 令和3年4月
令和3年6月～
令和3年7月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

5 別館1階培養室改修工事 1 工事 一般競争入札
別館1階培養室を書庫として利用す
るため改修工事を行う。

無 令和3年4月
令和3年5月～
令和3年6月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

6 詳報作成支援システムの改修 1 役務の提供 一般競争入札

小出力発電設備事故報告制度に対
応した詳報作成支援システム　につ
いて、報告対象者がＰＣを所有して
いない者でも報告できるようスマー
トフォンでも対応できるよう、必要な
システム回収を行う。

有 令和3年4月 令和3年7月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

7 大型・高出力X線透視装置 1 物品購入
一般競争入札

（WTO)

国際評価技術本部電力安全セン
ターでは自家用電気工作物の事故
のうち、産業保安監督部や消防等
からの要請に基づき、事故実機調
査を実施している。
事故実機調査においては外観調査
後に分解調査を行うが、その際、無
理な力が加わり破損してしまう場合
などがあり、また、可能な限り事故
発生時の状態を維持するという点
から見ても、X線装置を用いて非破
壊で内部の状態を確認することが
有効である。さらに、調査対象の自
家用電気工作物が鋼製である場合
や、大型の重量物である場合が多
いことから、透視能力が高く、積載
荷重の大きいものが求められる。
よって、当該機器を導入すること
で、電力安全センターの調査能力
の向上を図るものである

有 令和3年4月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

令和３年度　独立行政法人製品評価技術基盤機構  調達予定情報

問い合わせ先　　　　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　　　　　　　　　　　   　　（法人番号 9011005001123）



番号 調達予定件名 予定数量 契約の種別 契約方式 事業内容等

技術審査の
有無

※公告時に変更する場合
がある。

入札公告
予定時期

納入期限
又は

契約期間
納入場所等 契約担当部署 状態 備　考

8 2号棟蒸気配管更新 1 工事 一般競争入札
2号棟の蒸気配管(約４００m)を更新
する。

無 令和3年4月 令和3年12月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

9 1号棟排風機の部品交換 1 工事 一般競争入札
1号棟屋上に設置された排風機(７４
台)の軸受、プーリー、Vベルト等を
交換する。

無 令和3年4月 令和4年2月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

10 2号棟直流電源装置更新 1 工事 一般競争入札
停電時の非常照明及び電気室の制
御回路に電気を供給する装置を更
新する。

無 令和3年4月 令和4年3月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

11 2号棟昇降機の耐震補強 1 工事 一般競争入札
巨大地震に備え、耐震補強工事を
実施する。

無 令和3年4月 令和4年3月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

12 1号棟蒸気ボイラー更新 1 工事 一般競争入札
1号棟熱源機械室に設置された蒸
気ボイラー2台を更新する。

無 令和3年4月 令和3年12月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

13 生細胞自動イメージングシステム 1 賃貸借 一般競争入札

特許委託研究開発業務である不適
切な温度変動に対する細胞内応答
について培養を行うと同時に各種ス
トレス応答や細胞数、細胞の大きさ
などを経時的に測定するために使
用する。

有 令和3年4月
令和3年8月～
令和8年7月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

14
認定申請審査業務システムの改修及び運
用保守

1 役務の提供
一般競争入札

（WTO)

認定センターが運用する申請システ
ムのR3年度改修及びR4年度運用
保守

有 令和3年4月

改修：令和3年10月～
R4年3月

保守：令和4年4月～
令和5年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

15
旅費業務のアウトソーシングシステムの提
供

1 役務の提供
一般競争入札

（WTO)

旅費計算業務及び支払業務、旅費
システムの提供、出張にかかるチ
ケット手配業務

有 令和3年5月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

16 電子入札システムの導入 1 役務の提供 一般競争入札
応札者の利便性向上を目的とした
電子入札システムを導入する。

有 令和3年5月 令和4年1月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

17 事故実機ＤＢの構築 1 役務の提供
一般競争入札

（WTO)

2019年度より、電力安全に関する
事故実機について調査を開始した
が、報告内容は機構内のネットワー
クドライブで管理しているが、ドライ
ブを圧迫している。また、事故の進
捗状況を管理している管理簿は
Excelであり、調査内容を保管するＤ
Ｂは存在していない。このように情
報が一元化できておらず、それらを
解消するためのシステムを構築し、
また全国支所にもタイムラグ無く情
報を共有するためのシステムを構
築する。

有 令和3年5月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課
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18 事故実機調査に伴う一部外部依頼検査 1 役務の提供 一般競争入札

太陽光発電設備などの小出力発電
設備が普及しているところである
が、その際、まだ試運転段階による
開閉試験で事故が発生している。
負荷と開閉器の能力があっていな
いことが発生原因と思われる事象
であるが、技術基準上、試運転で不
具合が出なければ通常運転ができ
る様になる。しかしながら、これら
は、たまたま試運転では免れたが、
波及事故が発生する可能性が高い
ものと推定されることから、実証事
件を行い、事故発生要因がないか
検証を行う必要がある。この観点か
ら、機構が検証を行う中で、開閉試
験を行う施設がないことから一部外
部試験を依頼する。

有 令和3年5月 令和3年10月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

19 生物資源データプラットフォーム機能追加 1 役務の提供
一般競争入札

（WTO)
生物資源データプラットフォームの
機能追加の実施に係る開発案件

有 令和3年5月
令和3年5月～
令和4年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

20 生物資源データプラットフォーム管理支援 1 役務の提供 一般競争入札
生物資源データプラットフォームの
保守業務

有 令和3年5月
令和3年5月～
令和4年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

21
生物遺伝資源の寄託・分譲工程の自動化
及びハイスループット培養・抽出機能の導
入に向けた調査

1 役務の提供 一般競争入札

微生物遺伝資源の提供は複製物で
行うことから、その複製物の作製か
ら品質確認、保存、提供までの各プ
ロセスと、微生物遺伝資源の情報
付加を高効率に行うための培養、
ゲノム等の抽出作業等を自動で行
うにあたり、業務フローの検討や導
入機器の検討などを行うための調
査を行う。

有 令和3年5月
令和3年5月～
令和4年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

22 生物資源データプラットフォームデータ作成 1 役務の提供 一般競争入札
生物資源データプラットフォームの
データ作成業務

有 令和3年5月
令和3年5月～
令和3年7月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

23 1号棟動力盤更新 1 工事 一般競争入札
１号棟屋上に設置の動力盤（P-R-
8)が腐食したため更新する。

無 令和3年5月 令和4年3月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

24 生物資源管理システム改修 1 役務の提供
一般競争入札

（WTO)
生物資源管理システムにおける、決
裁機能追加

有 令和3年5月 令和4年3月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

企画管理部
財務・会計課

25 化審法に係る性状データ等整備 1 役務の提供 一般競争入札

リスク評価に必要な信頼性のある
物理化学性状等の情報は、体系立
てて整備された物はなく、リスク評
価等の対象となった物質ごとに必要
な情報を収集する必要がある。来
年度以降リスク評価等が予定され
ている物質について、これらに係る
情報を収集・整備する。

有 令和3年5月
令和3年7月～
令和4年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課
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26 人の生活に関わるアンケート調査 1 役務の提供 一般競争入札

消費者製品含有化学物質のリスク
評価において人の生活行動パター
ン情報のを活用している。一方で、
近年の新型コロナウイルスの流行
により、室内滞在時間等の生活行
動の変化が予想される。このため、
withコロナ時代における人の生活行
動パターン情報を収集するため、イ
ンターネットを利用したアンケート調
査を実施する。

有 令和3年5月
令和3年7月～
令和3年8月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

27 令和3年度　J-CHECK改修、運用・保守 1 役務の提供 一般競争入札

「化学物質の審査及び製造等の規
制に関する法律（昭和48年法律第
117号）（以下「化審法」という。）」及
び「化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律の一部を改正す
る法律案に対する附帯決議（平成
15年4月17日参議院経済産業委員
会）」における「化学物質に関する情
報を積極的に公開し、化学物質に
関する情報を市民や関係者が広く
共有できる体系的なデータベースを
整備するとともに、リスクコミュニ
ケーションの推進を図ること。」の記
述に基づき、化学物質の審査等に
おける化学物質の安全性情報を広
く国民に発信するために、化審法を
所管する厚生労働省、経済産業
省、環境省及び独立行政法人製品
評価技術基盤機構（以下、「NITE」と
いう）が共同で開発し、運用してい
る。
本調達は、データ登録等の管理機
能の改善及び一般ユーザの利便性
向上を目的とし、J-CHECKの管理
機能及び公開画面の改修を行うも
のである。更に、上記の改修作業実
施後のJ-CHECKの適切かつ継続
的な情報提供を確保することを目的
にJ-CHECKの運用及び保守作業も
あわせて調達する。

有 令和3年5月

改修は令和4年3月31
日

運用保守は令和5年3
月31日

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

28 製品事故調査手法の可視化 1 役務の提供 一般競争入札
製品安全業務のうち、製品事故調
査手法についての可視化を外部事
業者とコンサルティング契約を行う。

有 令和3年5月 令和4年3月
大阪事業所（大阪府大阪

市）
企画管理部
財務・会計課

29 Ｘ線透視装置の更新 1 物品購入
一般競争入札

（WTO)

製品事故情報の原因調査・分析に
おいて、非破壊で事故品等の内部
観察を行うために必要な機器であ
り、機器の更新により安定して使用
可能な状態を維持する。

有 令和3年5月 令和4年3月 中国支所及び九州支所
企画管理部
財務・会計課

30 熱量計 1 物品購入
一般競争入札

（WTO)

蓄電池の安全性試験には、燃焼等
のイベントが発生した際にその熱量
(カロリー)を測定する試験がある。
現在NLABではこの装置を持ち合わ
せておらず、試験ユーザーに持ち込
んでもらうか測定可能な試験機関
等に立ち合ってもらっている。この
試験は今後必要性が高まる事が予
想される事から、NLAB単独でも試
験可能とするために熱量計を調達
する。

有 令和3年6月 令和4年3月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部
財務・会計課
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31 ガス分析セル用筐体 1 物品購入 一般競争入札

蓄電池の安全性試験の規格である
UL9540A等には燃焼等のイベント
が発生した際の発生ガスを採取し
それを分析する規程がある。現在
NLABではこの装置を持ち合わせて
おらず、試験ユーザーに持ち込んで
もらうかガス分析機関に立ち合って
もらっている。この試験は今後必要
性が高まる事が予想される事から、
NLAB単独でも試験可能とするため
にガス分析装置を調達する。

有 令和3年6月 令和4年3月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

32 高圧ケーブルの促進劣化試験 1 役務の提供 一般競争入札

国際評価技術本部電力安全セン
ターで実施している自家用電気工
作物の事故原因調査において、高
圧ケーブルの焼損原因を調査して
いるが、調査の一環としてケーブル
が水没していた状態を想定した促
進劣化試験を行う。促進劣化条件
は、交流6.6ｋＶ、周波数１ｋＨｚ以
上、試験期間6ヶ月（いずれも変更
の可能性有り）で水没させた状態で
行う。

無 令和3年6月 令和4年3月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

33 NEDOカーボンリサイクル微生物DB構築 1 役務の提供 一般競争入札
微生物情報提供データベースの構
築

有 令和3年6月
令和3年7月～
令和3年12月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

34 RPAシナリオ作成等支援 1 役務の提供 一般競争入札
業務の効率化を目的とし、RPAソフ
トウェアで使用可能なシナリオの作
成を行う。

無 令和3年6月
令和3年8月～
令和4年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

35
３省共同化学物質データベースシステムの
改修及び運用保守作業

1 役務の提供 一般競争入札

化審法関連業務を効率的に実施す
るためのシステム（３省共同化学物
質データベースシステム）の改修を
行う業務。

有 令和3年6月
令和3年9月～
令和5年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

36 審査資料の電子化 1 役務の提供 一般競争入札
化審法に基づく新規化学物質の審
査に用いた審査資料のPDF化を行
う業務

無 令和3年6月
令和3年8月～
令和3年12月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

37
認定業務管理システム及び認定申請審査
業務システムのデータ連携に係る調査

1 役務の提供 一般競争入札
認定センターが運用する２つのシス
テムの最適なデータ連携法の調査

有 令和3年6月
令和3年8月～
令和4年2月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

38 情報セキュリティ監査 1 役務の提供 一般競争入札
機構の情報システムに関するセ
キュリティ監査の実施

無 令和3年7月 令和4年1月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

39 本館地下1階改修工事 1 工事 一般競争入札
本館地下1階に試験室を集約する
ため改修工事を行う。。

無 令和3年7月
令和3年9月～
令和3年11月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課
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40 高圧ケーブルの成分分析 1 役務の提供 一般競争入札

国際評価技術本部電力安全セン
ターで実施している自家用電気工
作物の事故原因調査において、高
圧ケーブルの焼損原因を調査して
いるが、調査にあたり、高圧ケーブ
ルを構成する部材の物性値及び添
加剤を分析する必要がある。分析
概要は、絶縁体の架橋度及び半導
電テープ等に含まれる界面活性剤
等の添加剤の定性分析を想定して
いる。

無 令和3年7月 令和3年10月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

41 高電圧大電流試験用装置拡張装置 1 物品購入
一般競争入札

（WTO)

蓄電池システムに搭載する保護デ
バイスである直流用の電流ヒューズ
やコンダクタ（開閉器）の遮断試験
用電源として、平成29年度に最大
電圧1000VのLIC電源ユニットを調
達したが、近年、市場に投入される
蓄電池システムの出力電圧が高く
なる傾向があり、1000Vを超える試
験ニーズが非常に大きくなったた
め、令和元年度に最大電圧1500V
のLIC電源ユニットを追加導入した。
しかし、ユーザーが要求するシステ
ムインダクタンス（試験時の回路抵
抗）等の仕様を完全に満足するに
は、まだ技術的課題があり引き続き
技術調査を行っていたところ、この
度、コンデンサバンクを使用した試
験手法で一部の技術課題が解決さ
れる目処が立ったため、R2年度に
その第1段階として15kA出力可能な
コンデンサバンクを導入したが、
ユーザー要求はまだ満たせていな
い。ユーザー要求である30kAを対
応するために、R2年度に導入したシ
ステムを拡張する必要が必須であ
る。

有 令和3年8月 令和4年3月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部
財務・会計課

42 SIPセレウス菌情報DB構築 1 役務の提供 一般競争入札
微生物情報提供データベースの構
築

有 令和3年8月
令和3年9月～
令和4年2月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

43
外部審査員・技術専門家向け情報セキュリ
ティ教育

1 役務の提供 一般競争入札
外部審査員・技術専門家向け情報
セキュリティに関するeラーニング

有 令和3年8月
令和3年10月～

令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

44 令和3年度職員満足度調査結果の分析 1 役務の提供 一般競争入札
職員満足度調査結果の分析と考察
の実施

有 令和3年9月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

45
次期NITE-LAN調達支援（機能証明審査
等）

1 役務の提供 一般競争入札

次期の製品評価技術基盤機構共通
基盤情報システムとして求めている
要件に対する適合性を知識を有す
る外部専門家に審査してもらうもの

有 令和3年9月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課
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46 多目的大型実験棟の特別清掃 1 役務の提供 一般競争入札

独立行政法人製品評価技術基盤機
構（以下「当機構」という。）国際評
価技術本部蓄電池評価センターで
所有する主試験棟において、蓄電
池等の燃焼試験・耐火性試験が行
われている。施設内において蓄電
池の燃焼に伴い煤や有害ガス等が
発生するため、作業環境は極めて
悪い。労働安全衛生法の第三条を
則り、労働災害の防止のための最
低基準を守るだけでなく、快適な職
場環境の実現と労働条件の改善を
通じて職場における労働者の安全
と健康を確保するために主試験棟
内の特別清掃を実施する。

無 令和3年9月 令和4年3月
国際評価技術本部（大阪）

（大阪府大阪市）
企画管理部

財務・会計課（大阪）

47
界面活性剤の物理化学的性状データの調
査

1 役務の提供 一般競争入札

化審法における優先評価化学物質
のリスク評価においては、今後、界
面活性剤関連の評価が増えていく
傾向にあり、その特異的性質なため
評価が困難な物理化学的性状デー
タに係る調査を実施する。

有 令和3年9月
令和3年11月～

令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

48
製品安全情報システム移行に伴う業務支
援

1 役務の提供 一般競争入札

令和4年度に予定している基盤シス
テムの刷新に伴い、製品安全業務
で利用している各種情報システム
の移行に向けて、仕様書の作成か
らシステム移行、開発の支援につい
て外部事業者と契約する。

有 令和3年9月 令和5年3月
大阪事業所（大阪府大阪

市）
企画管理部
財務・会計課

49 AI議事録作成サービスの運用作業 1 役務の提供 一般競争入札
機構内外で実施している会議の議
事録のテキスト化及び要約の自動
作成サービスを導入する。

有 令和3年10月
令和3年11月～
令和4年10月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

50
デジタル技術の活用に係るeラーニング
サービスの運用作業

1 役務の提供 一般競争入札

NITE全体のITリテラシー底上げと
DX推進のため、役職員全員及び専
門的知識が求められる職員を対象
にe-ラーニングサービスを導入す
る。

無 令和3年10月
令和4年3月～
令和5年3月末

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課

51 JAVAライセンス費用 1 物品購入 一般競争入札

NITE-LANシステム上の仮想基盤
サーバで運用している財務会計シ
ステム等の個別システムで使用して
いるOracle JDKの保守

無 令和3年10月 令和4年1月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

52 詳報作成支援システムの改修、運用・保守 1 役務の提供 一般競争入札

小出力発電設備に係る詳報作成支
援システムについて、利用改善に資
する改修を行う。
また、年一度情報セキュリティ診断
を行うことが義務づけられているた
めそれを行い、更に令和4年度の運
用保守の契約を行う。

有 令和3年10月
（改修）令和4年3月

（保守）令和4年4月～
令和5年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課（大阪）
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53 詳報管理システムの改修、運用・保守 1 役務の提供 一般競争入札

小出力発電設備に係る詳報作成支
援システムについて、令和3年3月
末にＰＣ版納品、令和3月7月末にス
マートフォン版納品される。新たな
形式のデータができることから、そ
のデータベースシステムである当該
詳報管理システムもデータを取り込
めるようにしなければならないた
め、必要な改修を行う。
また、年一度情報セキュリティ診断
を行うことが義務づけられているた
めそれを行い、更に令和4年度の運
用保守の契約を行う。

有 令和3年10月
（改修）令和4年3月

（保守）令和4年4月～
令和5年3月

本所
（東京都渋谷区）

企画管理部
財務・会計課（大阪）

54
令和3年度化管法関連システムに係るセ
キュリティ診断

1 役務の提供 一般競争入札
令和3年度に実施するPRTR届出管
理システム及びPRTR届出作成支
援システムのセキュリティ診断。

有 令和3年10月
令和3年12月～

令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

55 ペネトレーションテスト 1 役務の提供 一般競争入札

ネットワークに対して既存のセキュ
リティ対策が有効に機能しているか
検証し、対策の不足や不備等を調
査することによりセキュリティ対策に
資するためのテスト

無 令和3年11月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

56 フローサイトメーター 1 賃貸借 一般競争入札

特許委託研究開発業務のテーマで
ある不適切な温度変動に対する細
胞内応答について、各種細胞応答
を蛍光や細胞の大きさ等で測定す
るために使用する。

有 令和3年11月
令和4年1月～
令和8年12月

バイオテクノロジーセン
ター

（木更津）
（千葉県木更津市）

バイオテクノロジーセンター
（木更津）

業務管理企画課

57 RPAソフトウェアのライセンス購入及び保守 1 物品購入 一般競争入札
審査資料作成等業務の効率化のた
めにRPAソフトウェアの導入を行う。

無 令和3年11月 令和4年2月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課

58 製品安全公表システムのセキュリティ診断 1 役務の提供 一般競争入札

製品安全業務で運用している「事故
情報・リコールの検索システム」と
「事故報告システム」について、セ
キュリティ診断を行う

有 令和3年11月 令和4年3月
大阪事業所（大阪府大阪

市）
企画管理部
財務・会計課

59 Webex更新費 1 物品購入 一般競争入札
コロナ禍における円滑な会議の実
現を図るためのWeb会議サービス

無 令和3年12月 令和4年3月
本所

（東京都渋谷区）
企画管理部
財務・会計課


