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官

報

(号外政府調達第  号)

随意契約

随意契約に関する公示

◎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
ＦＡＴ端末導入に向けたハローワークシス
テム（共通基盤系サブシステム）改修業務一
式
２ 随意契約の予定日 令和元年11月８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03
39203311 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 (Common Platform‑related Subsystem)
for the introduction of fat client terminals,
1 set
 Expected date of the contract award :
November 8, 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 10 月 18 日
随意契約に関する公示
支出負担行為担当官
次のとおり随意契約について公示します。
内閣衛星情報センター管理部長 倉内 康治
令和元年 10 月 18 日
◎調達機関番号 005 ◎所在地番号 13
支出負担行為担当官
１ 調達内容
衆議院庶務部副部長
 品目分類番号 71、27
庶務部会計課長事務取扱 白藤 知木
 購入等件名及び数量 画像解析ソフトウェ
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
ア等調達・導入及び保守
〇第 26 号
２ 随意契約の予定日 令和元年11月６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 ｄ「互換性」
 購入等件名及び数量
４
随意契約を予定している相手方の名称
平成30年度一般会計歳入歳出決算書ほかの
株式会社日立製作所
購入
５ 担当部局 〒1620845 東京都新宿区市谷本
２ 随意契約の予定日 令和元年11月８日
村町９13 内閣衛星情報センター管理部会計
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
課 柴田 直飛 電話0332679556
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
６ Summary
護」
 Classification of the services to be pro‑
４ 随意契約を予定している相手方の名称
cured : 71, 27
独立行政法人国立印刷局
５ 担当部局 〒1000014 東京都千代田区永田
 Nature and quantity of the services to be
町１７１ 衆議院庶務部会計課調達係 中
required : Set computer software and main‑
西 剛史 電話0335815111 内線34380
taining
６ Summary
 Expected date of the contract award :
 Classification of the services to be pro‑
November 6, 2019
cured : 26
 Reasons for the use single tendering Pro‑
 Nature and quantity of the services to be
cedures as provided for in the Agreement
procured : Procurement of settled and other
on Government Procurement : d Interc‑
fiscal statement copies including those of
hangeability
revenues and expenditures of the general
 Contact point for the notice : Naoto Shi‑
account for FY2018
bata, Accounting Division, Management
 Expected date of the contract award : 8
Department, Cabinet Satellite Intelligence
November 2019
Center, 913 Ichigayahonmuracho Shin‑
 Reasons for the use of single tendering
jukuku Tokyo 1620845 Japan. TEL 03
procedures as provided for in the Agree‑
随意契約に関する公示
32679556
ment on Government Procurement : b Pro‑
次のとおり随意契約について公示します。
tection of Exclusive Rights
随意契約に関する公示
令和元年 10 月 18 日
 Contact Point for the notice : Tsuyoshi
次のとおり随意契約について公示します。
支出負担行為担当官
Nakanishi, Procurement Section, Accounts
令和元年 10 月 18 日
特許庁総務部会計課長 鈴木謙次郎
Division, General Affairs Department,
支出負担行為担当官
◎調達機関番号 019 ◎所在地番号 13
House of Representatives, 1―7―1 Nagata‑
厚生労働省職業安定局雇用保険課長
１ 調達内容
cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 100―0014, Japan.
松本
圭
 品目分類番号 71、27
TEL. 03―3581―5111 ext. 34380



購入件名及び数量
審判システム構築業者調達のための調達仕
様書等作成支援業務（変更契約）一式
２ 随意契約の予定日 令和元年11月８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
アビームコンサルティング株式会社
５ 担当部局 〒1008915 東京都千代田区霞が
関３４３ 特許庁総務部会計課契約第二班
契約第五係 荻野
忍 電話0335811101
内線2215
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Procurement support services for
the appeal and trial enterprise system, 1 set
 Expected date of the contract award : 8
November 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 : Shinobu
Ogino, 5th Contract Unit Section, Budget
and Accounts Division, General Affairs De‑
partment, Japan Patent Office, 343 Ka‑
sumigaseki, Chiyoda‑ku, Tokyo 1008915
Japan TEL 0335811101 ext. 2215

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 10 月 18 日
支出負担行為担当官
気象庁総務部長 松本 勝利
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇気象第 30 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 空 港 気 象 ド ッ プ ラ ー
レーダー業務処理ソフトウェア改修 １式
２ 随意契約の予定日 令和元年11月８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」

