
 
 
 
 

意見招請に関する公示 

 

 次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案

に対する意見を招請します。 

 平成24年10月４日 

気象庁総務部長 野俣 光孝 

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13 

○第６号 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27 

(2) 導入等件名及び数量 地域気象観測システム（センターシステ

ム）の業務処理ソフトウェア制作及びシステム構築 一式 

２ 意見提出の方法  

(1) 意見提出の期限 平成24年10月25日17時00分（郵送の場合には

必着のこと。） 

(2) 提出先 〒100－8122 東京都千代田区大手町１－３－４ 気

象庁観測部観測課 伊藤 彰規 

電話03－3212－8341 内線4233 

３ 仕様書案の交付 

(1) 交付期間 平成24年10月４日から平成24年10月25日まで。 



 
 
 
 

(2) 交付場所 上記２(2)に同じ。 

４ Summary 

(1) Classification of the products to be procured: 71,27 

(2) Nature and quantity of the products to be purchased : 

Software development and system integration of the center 

system for Automated Meteorological Data Acquisition System 

(3) Time-limit for the submission of Comments:17:00 25 

October,2012. 

(4) Contact point for the notice: Akinori Itou, Observations 

Division, Observations Department, Japan Meteorological 

Agency 1－3－4 Otemachi Chiyoda－ku Tokyo 100－8122 Japan 

TEL 03－3212－8341 Ext.4233 

○第７号 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 67 

(2) 導入等件名及び数量 地域気象観測システム（通信ネットワー

ク）における通信回線の提供及び通信機器の借用（リース）・

保守並びに取付調整 一式 

２ 意見提出の方法  

(1) 意見提出の期限 平成24年10月25日17時00分（郵送の場合には



 
 
 
 

必着のこと。） 

(2) 提出先 〒100－8122 東京都千代田区大手町１－３－４ 気

象庁観測部観測課 伊藤 彰規 

電話03－3212－8341 内線4233 

３ 仕様書案の交付 

(1) 交付期間 平成24年10月４日から平成24年10月25日まで。 

(2) 交付場所 上記２(2)に同じ。 

４ Summary 

(1) Classification of the products to be procured: 67 

(2) Nature and quantity of the products to be purchased : The 

network service for Automated Meteorological Data 

Acquisition System  1 set  

(3) Time-limit for the submission of Comments:17:00 25 

October,2012. 

(4) Contact point for the notice: Akinori Itou, Observations 

Division, Observations Department, Japan Meteorological 

Agency 1－3－4 Otemachi Chiyoda－ku Tokyo 100－8122 Japan 

TEL 03－3212－8341 Ext.4233 

○第８号 

１ 調達内容 



 
 
 
 

(1) 品目分類番号 15、28、29 

(2) 導入等件名及び数量 地域気象観測システム（通信処理装置）

の製作借用（リース）及び保守 一式 

２ 意見提出の方法  

(1) 意見提出の期限 平成24年10月25日17時00分（郵送の場合には

必着のこと。） 

(2) 提出先 〒100－8122 東京都千代田区大手町１－３－４ 気

象庁観測部観測課 伊藤 彰規 

電話03－3212－8341 内線4233 

３ 仕様書案の交付 

(1) 交付期間 平成24年10月４日から平成24年10月25日まで。 

(2) 交付場所 上記２(2)に同じ。 

４ Summary 

(1) Classification of the products to be procured: 15,28,29 

(2) Nature and quantity of the products to be purchased : 

Communication processing equipment of meteorological 

observation data for Automated Meteorological Data 

Acquisition System  1 set  

(3) Time-limit for the submission of Comments:17:00 25 

October,2012. 



 
 
 
 

(4) Contact point for the notice: Akinori Itou, Observations 

Division, Observations Department, Japan Meteorological Agency 

1－3－4 Otemachi Chiyoda－ku Tokyo 100－8122 Japan TEL 03－3212

－8341 Ext.4233 

○第９号 

１ 調達内容  

 (1) 品目分類番号 24 

 (2) 調達物品及び数量 GPSゾンデ 一式  

２ 意見の提出方法  

 (1) 意見の提出期限 平成 24年 11月 12日 17時 00分（郵送の場合は

必着のこと。）  

 (2) 提出先  〒 100－ 8122 東京都千代田区大手町１－３－４ 気

象庁観測部観測課 木津 暢彦  

 電話 03－ 3212－ 8341 内線 4186 

３ 仕様書案の交付  

 (1) 交付期間 平成 24年 10月４日から平成 24年 11月 12日まで。  

 (2) 交付場所 上記２ (2)に同じ。  

４ 仕様書の説明会  

 (1) 開催日時：平成 24 年 10 月 11 日 14 時  

 (2)  開催場所：気象庁３号庁舎研修教室  



 
 
 
 

５ Summary 

(1)  Classification of the products to be procured: 24 

(2)  Nature and quantity of the products to be procurement : 

GPS Radiosonde, 1 Set 

(3)  Time-limit for the submission of comments:17:00 12  

November, 2012. 

(4)  Contact point for the notice: Nobuhiko Kizu， 

Observations Division, Observations Department, Japan 

Meteorological Agency, 1－3－4 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo 

100－8122 Japan TEL 03－3212－8341 Ext.4186 


