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救助用資機材搭載型小型動力ポンプ積載
車（35ｔ未満） 23台程度
 救助用資機材・小型動力ポンプ搬送車
16台程度
 救助用資機材・小型動力ポンプ搭載多機
能車 18台程度
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年６月11日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008927 東京都千代田区霞が
関二丁目１番２号 消防庁国民保護・防災部
防災課地域防災室消防団係 山中
尚 電
話0352537561
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年５月22日から令和元年
６月11日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 17
 Nature and quantity of the products to be
purchased :
 Fire pump car with rescue equipments
(Less than 5 tons) : About 31 sets
 Fire pump car with rescue equipments
(Less than 5 tons) : About 15 sets
 Fire pump car with rescue equipments
(Less than 3.5 tons) : About 19 sets
 Fire truck car with rescue equipments
(Less than 5 tons) : About 13 sets
 Fire truck car with rescue equipments
(Less than 3.5 tons) : About 23 sets
 Fire Conveyance car with rescue equip‑
ments : About 16 sets
 Fire Multifunctional car with rescue
equipments : About 18 sets
 Time limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM 11, June, 2019
 Contact point for the notice : Tomoyuki
Kawano, Fire Corps Section Regional Di‑
saster Management Office, Civil Protection
and Disaster Management Department,
Fire and Disaster Management Agency, 2
12 Kasumigaseki Chiyodaku, Tokyo,
1008927 Japan, TEL 0352537561

随意契約
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。
令和元年５月 22 日
支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 横幕 章人
◎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
広域災害救急医療情報システム機能追加一
式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月11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 ｂ「排他的権利の保
護」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
５ 担当部局 〒1008916 東京都千代田区霞が
関１２２ 厚生労働省大臣官房会計課経理
室契約班契約第一係 松島 正治 電話03
52531111（内線7195）
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
procured : Emergency Medical Information
System improvement Entrusted Services
 Expected date of the contract award :
June, 11, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in Agreement on
Government Procurement : b Protection of
Exclusive Rights
 Contact point for the notice : Masaharu
Matsushima, Procurement Section, Ac‑
counts Division, Minister's Secretariat, Mi‑
nistry of Health, Labour and Welfare,
122 Kasumigaseki Chiyoda‑ku Tokyo
1008916 Japan TEL 0352531111 (ext.
7195)

随意契約に関する公示

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。
令和元年５月 22 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
松本
圭
◎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
雇用関係助成金（特定求職者雇用開発助成
金）のオンライン申請化に伴うシステム改修
業務一式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月12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
富士通株式会社
５ 担当部局 〒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
センター業務室経理係 戸田 哲史 電話
0339203311 内線206
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Development of Hello Work Sys‑
tem for coping with online application of
subsidy for employment development of de‑
signated job seekers
 Expected date of the contract award :
June 12, 2019.
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for the notice : Satoshi
Toda, Labour Market Center Operation Of‑
fice, Employment Security Bureau, Minis‑
try of Health Labour and Welfare, 484
Kamishakujii Nerimaku Tokyo 1770044
Japan TEL 0339203311 ex. 206

次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 22 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター
契約担当役 理事長 大東 和美
◎調達機関番号 576 ◎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 スポーツくじ販売促
進に係るカスタマー・エクスペリエンス・プ
ラットフォームの導入及び運用保守 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月12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 ｂ「技術的理由によ
る競争の不存在」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社プレイド
５ 担当部署 〒1070061 東京都港区北青山二
丁目８番35号 独立行政法人日本スポーツ振興
センター 財務部調達管財課 福田 電話03
54109140
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : The introduction of the customer
experience platform according to the sports
lottery sales promotion, Operation and
Maintenance 1 set
 Expected date of the contract award : 12,
June, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : b Absence
of Competition for Technical Reasons
 Contact point for the notice : Fukuda,
Finance Department, JAPAN SPORT
COUNCIL 2835 Kitaaoyama Minato‑
ku Tokyo 107  0061 Japan, TEL 03 
54109140

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。
令和元年５月 22 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
契約部長 磯部
篤

