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71、27 プローブ情報処理システム保守委託 １式 購入等 随意 31. 4. 1 沖電
気工業㈱ 東京都港区芝浦４1016 26186814円 31. 3. 4 ｂ「排他的権利の保護」
15、66、29 交通情報ネットワークセキュリティ装置賃貸借 外１式 借入 一般 
31. 4.26 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 147840000円 31. 1.22 総合評価
14、71、27 サイバー攻撃分析センター用装置ハードウェア賃貸借外 一式 借入 一般
元. 6. 7 富士通株式会社 東京都港区東新橋１５２汐留シティセンター 

360800000円 31. 3. 4 総合評価
71、27 広域交通管制システム業務プログラム 外１式 購入等 一般 元. 7.16 
沖電気工業㈱ 東京都港区芝浦４1016 275000000円 31. 4.26 総合評価
15、28 高度警察情報通信基盤用多言語翻訳システム翻訳サーバ 外２点 購入等 一般
元. 7.24 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 147400000円 31. 3.27 総合評
価
15、28 デジタルヘリコプターテレビ用固定形自動追尾受信設備（186040１） １個
購入等 一般 元. 7.24 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 62590000円 

31. 4.15 総合評価
16 デジタル信号発生器 外１点 購入等 一般 元. 7.26 荒木電機工業㈱ 東
京都渋谷区恵比寿２11６ 161577350円 元. 5.16 最低価格

〇分任支出負担行為担当官 九州管区警察局熊本県情報通信部長 境 正人 （熊本県熊本市中央
区水前寺６18１）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 43
15、29 熊本県警察本部用指令通信装置（情報処理部）１式 借入 一般  1. 7.29
日本電気㈱熊本支店 熊本市中央区水道町８６ 160717920円 31. 4.22 総合評価

〇支出負担行為担当官 山梨県警察会計担当官 原 幸太郎 （山梨県甲府市丸の内１６１）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 19
26 山梨県警察学校で使用する電気 予定契約電力 250キロワット 予定使用電力量
726698キロワット時 購入等 一般  1. 8.19 丸紅新電力株式会社 東京都中央区

日本橋２７１ 12768058円  1. 6.27 最低価格

〇支出負担行為担当官 消防庁総務課長 五味 祐一 （東京都千代田区霞が関２１２）
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
71、29 2019年救急・ウツタイン様式調査改修業務一式 購入等 一般  1. 7.24 
西菱株式会社 東京支社 支社長 中嶋 一哉（東京都港区芝大門１１30） 26978400円
（税込金額）  1. 5.29 最低価格 27681480円（税込金額）
73 第24回全国女性消防操法大会に関する事業の業務請負 購入等 一般  1. 8.23
株式会社セレスポ（東京都豊島区北大塚１丁目21番５号） 34560000円（税込金額） 
1. 6.25 最低価格 36683280円（税込金額）

〇支出負担行為担当官 東京地方検察庁検事正 曽木 徹也 （東京都千代田区霞が関１１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
23 電動式移動棚の更新 一式 購入等 一般  1. 8. 7 日本ファイリング株式会
社（東京都千代田区神田駿河台３２） 29700000円  1. 6.12 最低価格 30215889
円

〇支出負担行為担当官 千葉刑務所長 小尾 博巳 （千葉県千葉市若葉区貝塚町192番地）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 12
17 乗用自動車35台交換等契約 購入等 一般  1. 8.23 日産自動車販売株式会社
（東京都港区海岸３丁目18番17号） 78819860円  1. 7. 1 総合評価

〇支出負担行為担当官 笠松刑務所長 畠山 武士 （岐阜県羽島郡笠松町中川町23）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 21
14 笠松刑務所 総合警備システム機器更新一式 購入等 一般  1. 7.17 ＮＥＣ
ネクサソリューションズ株式会社（東京都港区三田１４28） 77979000円  1. 5.21
最低価格
15 笠松刑務所 構内多機能無線システム 購入等 一般  1. 7.17 三菱電機シス
テムサービス株式会社 中部支社（愛知県名古屋市東区矢田南５１14） 15983000円 
1. 5.21 最低価格

〇支出負担行為担当官 名古屋刑務所長 越前 敏明 （愛知県みよし市ひばりヶ丘１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 23
16 総合警備システム 一式 購入等 一般  1. 8.20 三菱電機システムサービス
株式会社（三菱電機システムサービス株式会社） 126500000円  1. 7. 1 最低価格 
126927083円

〇支出負担行為担当官 東京少年鑑別所長 小林 万洋 （東京都練馬区氷川台２11７）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
25 平成30年度東京少年鑑別所少年保安システム更新整備一式 購入等 一般 
1. 7.22 株式会社東和エンジニアリング（東京都千代田区東神田１７８） 27907200
円  1. 5.30 最低価格

〇支出負担行為担当官 東京税関総務部長 鈴木 恭人 （東京都江東区青海２７11）
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
16 出力固定式１方向Ｘ線貨物検査装置の調達及びその保守業務 ３式 購入等 一般
 1. 7.31 加賀ソルネット株式会社 東京都中央区八丁堀３2710 15329820円 
1. 5.31 最低価格 23907186円
16 出力固定式２方向Ｘ線貨物検査装置の調達及びその保守業務 ６式 購入等 一般
 1. 7.31 加賀ソルネット株式会社 東京都中央区八丁堀３2710 48668840円 
1. 5.31 最低価格 79649135円

〇支出負担行為担当官 京都府警察会計担当官 植田 秀人 （京都市上京区下立売通釜座東入薮ノ
内町85３、85４）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 26
26 京都府警察学校で使用する電気の供給 予定契約電力：453kW 予定使用電力量：
1508730kWh 購入等 一般  1. 8.23 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島
３丁目６番16号 25151901円  1. 7. 1 最低価格
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