
(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

雇用促進住宅成羽宿舎全棟取壊し工事
岡山県高梁市成羽町大字下原６４６
工期　平成27年4月1日～平成27年9月14日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年4月1日 （株）近藤組
代表取締役　近藤　一
岡山県津山市高野山西２２
２５－２

一般競争入札 86,281,200 45,144,000 52.32%
　
　

雇用促進住宅北山宿舎１、２号棟耐震改修工事
愛知県瀬戸市北山町２５
工期　平成27年4月15日～平成27年10月28日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年4月14日 安達建築（株）
代表取締役　安達　英昭
愛知県犬山市大字犬山字東
古券３４５

一般競争入札 43,610,400 42,984,000 98.56%
　
　

雇用促進住宅大輪宿舎１、２号棟耐震改修工事
愛知県小牧市小牧１－１４５
工期　平成27年4月24日～平成27年10月23日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年4月23日 （株）波多野工務店
代表取締役　波多野　智章
愛知県江南市草井町南２３
４

一般競争入札 50,187,600 37,260,000 74.24%
　
　

雇用促進住宅国本宿舎１～４号棟耐震改修工事設計
監理業務
静岡県袋井市国本２２５４－２
設計期間　平成27年5月9日～平成27年9月25日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月8日
（株）エコア総合設
計

代表取締役　中村　拓哉
静岡県袋井市山名町４－１
７

一般競争入札 - 3,110,400 -
　
　

雇用促進住宅船木宿舎１、２号棟耐震改修工事設計
監理業務
静岡県島田市井口９５６－１
設計期間　平成27年5月9日～平成27年9月8日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月8日
（株）エコア総合設
計

代表取締役　中村　拓哉
静岡県袋井市山名町４－１
７

一般競争入札 - 1,911,600 -
　
　

雇用促進住宅富山南宿舎、婦中宿舎及び津沢宿舎各
宿舎１、２号棟耐震改修工事設計監理
富山県富山市上野亀田割２２－９
設計期間　平成27年5月15日～平成27年10月1日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月14日 （株）アレックス
代表取締役　東　聡宏
富山県富山市下奥井１－２
０－６

一般競争入札 - 3,240,000 -
　
　

香川障害者職業センター空調設備改修工事設計監理
業務
香川県高松市観光通２－５－２０
設計期間　平成27年5月21日～平成27年8月20日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月20日
（有）西日本設備コ
ンサルタント

代表取締役　高尾　則昭
香川県高松市一宮町１６２
４－２

一般競争入札 - 1,177,200 -
　
　

雇用促進住宅井上宿舎１、２号棟耐震改修工事
愛知県小牧市新町１－４５７
工期　平成27年5月22日～平成27年11月20日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月21日 （株）波多野工務店
代表取締役　波多野　智章
愛知県江南市草井町南２３
４

一般競争入札 43,189,200 33,264,000 77.02%
　
　

雇用促進住宅田谷宿舎１～３号棟耐震改修工事
埼玉県深谷市大字田谷字戸森前１４
工期　平成27年5月26日～平成27年12月25日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月25日 髙橋建設（株）

代表取締役社長　髙橋　鎮
男
群馬県高崎市箕郷町西明屋
４４１

一般競争入札 86,518,800 83,592,000 96.62%
　
　

兵庫職業能力開発促進センター空調設備整備・更新
工事設計監理業務
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０
設計期間　平成27年5月28日～平成27年8月27日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日 ㈲創進設備設計
取締役　新井　健一
兵庫県明石市松の内２－３
－１２

一般競争入札 - 2,160,000 -
　
　

職業能力開発総合大学校屋根等改修工事設計監理業
務
東京都小平市小川西町２－３２－１
設計期間　平成27年5月28日～平成27年8月27日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日
コンストラクション
インベストメントマ
ネジャーズ（株）

代表取締役　中西　基晴
大阪府大阪市中央区内本町
２－４－７大阪Ｕ２ビル８
階

一般競争入札 - 3,909,600 -
　
　

港湾職業能力開発短期大学校神戸校屋根等改修工事
設計監理業務
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
設計期間　平成27年5月28日～平成27年8月27日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日
コンストラクション
インベストメントマ
ネジャーズ（株）

代表取締役　中西　基晴
大阪府大阪市中央区内本町
２－４－７大阪Ｕ２ビル８
階

一般競争入札 - 1,995,840 -
　
　

名古屋港湾労働分所屋根等及び耐震改修工事設計監
理業務
愛知県名古屋市港区潮凪町３
設計期間　平成27年5月28日～平成27年9月10日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日
（株）岩崎設計事務
所

代表取締役　岩崎　征一
愛知県名古屋市中区丸の内
１－１４－２４

一般競争入札 - 4,158,000 -
　
　

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）
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加古川訓練センター屋根等及び耐震改修工事設計監
理業務
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
設計期間　平成27年5月28日～平成27年9月10日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日 （株）建綜研
代表取締役　大岡　永知
大阪府大阪市北区大淀中１
－８－５

一般競争入札 - 3,564,000 -
　
　

延岡訓練センター多目的实習場他耐震改修工事設計
監理業務
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
設計期間　平成27年5月28日～平成27年9月10日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日 （株）菊池設計
代表取締役　菊池富男
宮崎県延岡市富美山町５１
９－８

一般競争入札 - 5,724,000 -
　
　

福山職業能力開発短期大学校学生寮給湯設備整備・
更新工事設計監理業務
広島県福山市北本庄４－８－４８
設計期間　平成27年5月28日～平成27年8月27日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日
（株）堀江建築設計
事務所

代表取締役　堀江　明寬
広島県福山市御門町３－３
－６

一般競争入札 - 1,566,000 -
　
　

佐世保訓練センター受変電設備整備・更新工事設計
監理業務
長崎県佐世保市指方町６６８
設計期間　平成27年5月28日～平成27年8月27日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日 （株）八光設計
代表取締役　戸田　淳
長崎県長崎市赤迫２－１８
－２

一般競争入札 - 1,285,200 -
　
　

長崎職業能力開発促進センター住宅实習場及び多目
的实習場耐震改修工事設計監理業務
長崎県諫早市小船越町１１１３
設計期間　平成27年5月28日～平成27年9月10日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月27日 （株）八光設計
代表取締役　戸田　淳
長崎県長崎市赤迫２－１８
－２

一般競争入札 - 3,078,000 -
　
　

船橋第１・第２宿舎外壁・屋上防水等改修工事設計
監理業務
千葉県船橋市夏見２丁目３４
設計期間　平成27年5月30日～平成27年8月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月29日 （株）炬設計事務所

代表取締役　上島　進
東京都新宿区愛住町１８－
６－１１メゾンブランシュ
２０２号

一般競争入札 - 1,576,800 -
　
　

雇用促進住宅泉沢宿舎全棟取壊し工事
北海道千歳市里見１丁目－１－４
工期　平成27年5月30日～平成27年12月11日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月29日
アイグステック
（株）

代表取締役　塩谷　政志
北海道千歳市梅ヶ丘３－４
－１９

一般競争入札 244,512,000 125,280,000 51.24%
　
　

雇用促進住宅向陽台宿舎全棟取壊し工事
北海道千歳市白樺２丁目－１－２
工期　平成27年5月30日～平成27年12月11日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年5月29日
アイグステック
（株）

代表取締役　塩谷　政志
北海道千歳市梅ヶ丘３－４
－１９

一般競争入札 263,628,000 133,704,000 50.72%
　
　

関東職業能力開発大学校６号棟及び７号棟耐震改修
工事設計監理業務
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
設計期間　平成27年6月3日～平成27年9月16日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月2日 （有）池澤設計
代表取締役　池澤　達夫
栃木県宇都宮市兵庫塚１－
１８－２９

一般競争入札 - 1,976,400 -
　
　

雇用促進住宅東野宿舎１～４号棟耐震改修工事
愛知県春日井市東野町１０－３－１
工期　平成27年6月5日～平成27年12月18日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月4日 （株）前田工務店
代表取締役　前田　俊男
愛知県名古屋市昭和区北山
町１－３６

一般競争入札 81,874,800 75,600,000 92.34%
　
　

雇用促進住宅鈴蘭台宿舎１～４号棟耐震改修工事
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町６－２
工期　平成27年6月13日～平成28年2月2日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月12日 大成工材（株）
代表取締役　谷口　明
兵庫県加古川市東神吉町神
吉１０８７－１

一般競争入札 73,958,400 73,332,000 99.15%
　
　

雇用促進住宅光第二宿舎全棟取壊し工事
山口県光市島田２０１４－４
工期　平成27年6月16日～平成27年11月30日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月15日 （株）ササキ
代表取締役　木谷　要二
山口県柳井市柳井７８４８
－１４

一般競争入札 63,568,800 37,260,000 58.61%
　
　

雇用促進住宅浦賀宿舎１～４，６～１０号棟耐震改
修電気設備工事
神奈川県横須賀市浦上台４－２
工期　平成27年6月16日～平成28年5月13日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月15日 （株）ケンモチ電機
代表取締役　釼持　陽子
神奈川県厚木市愛甲東２－
１１－２

一般競争入札 37,702,800 36,500,760 96.81%
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奈良職業能力開発促進センター本館取壊し工事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成27年6月26日～平成27年10月25日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月25日 八房建設（株）
代表取締役　山辺　元康
奈良県橿原市久米町６９７
－３

一般競争入札 44,474,400 34,560,000 77.71%
　
　

旭川訓練センター空調設備（蒸気暖房配管）更新工
事
北海道旭川市永山８条２０丁目１０９
工期　平成27年7月1日～平成27年11月13日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年6月30日
エーピーテクノ
（株）

代表取締役　大場　久光
北海道旭川市神楽岡１２条
－６－３－１７

一般競争入札 25,920,000 19,202,400 74.08%
　
　

雇用促進住宅私部宿舎１～６号棟耐震改修機械設備
工事
大阪府交野市私部８－１１
工期　平成27年7月9日～平成28年6月8日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月8日 （株）岸沢設備工産
代表取締役　岸沢　重和
大阪府東大阪市善根寺町５
－１－３８

一般競争入札 18,446,400 16,610,400 90.05%
　
　

雇用促進住宅私部宿舎１～６号棟耐震改修電気設備
工事
大阪府交野市私部８－１１
工期　平成27年7月9日～平成28年6月8日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月8日 関西電設工業（株）
代表取締役　丸山　斎
大阪府大阪市天王寺区上本
町５－１－５

一般競争入札 26,265,600 19,440,000 74.01%
　
　

雇用促進住宅私部宿舎１～６号棟耐震改修建築工事
大阪府交野市私部８－１１
工期　平成27年7月9日～平成28年6月8日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月8日 太閤木下建設㈱
代表取締役　木下　吉数
大阪府東大阪市長田西４－
４－２１

一般競争入札 247,536,000 221,184,000 89.35%
　
　

三重職業能力開発促進センター实習場建替その他昇
降機設備工事
三重県四日市市西日野町４６９１
工期　平成27年7月16日～平成28年6月15日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）中部
支社

中部支社三重支店長　野呂
幸
三重県四日市市浜田町３－
１２

一般競争入札 12,657,600 7,506,000 59.30%
　
　

宮崎職業能力開発促進センター实習場建替その他電
気設備工事
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成27年7月16日～平成28年10月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日 （株）みやえい
代表取締役　甲斐　孝則
宮崎県宮崎市大字島之内９
７２８－７

一般競争入札 91,584,000 62,424,000 68.16%
　
　

宮崎職業能力開発促進センター实習場建替その他機
械設備工事
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成27年7月16日～平成28年6月30日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日 （株）みやえい
代表取締役　甲斐　孝則
宮崎県宮崎市大字島之内９
７２８－７

一般競争入札 56,678,400 42,984,000 75.84%
　
　

宮崎職業能力開発促進センター实習場建替その他建
築工事
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成27年7月16日～平成28年10月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日 （株）桜木組
代表取締役　櫻木　博巳
宮崎県都城市高城町桜木１
６９３－２

一般競争入札 656,424,000 489,240,000 74.53%
　
　

三重職業能力開発促進センター实習場建替その他建
築工事
三重県四日市市西日野町４６９１
工期　平成27年7月16日～平成28年10月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日 ㈱宇佐美組
代表取締役　宇井　典和
岐阜県大垣市浅草１－２８
０

一般競争入札 498,096,000 397,440,000 79.79%
　
　

三重職業能力開発促進センター实習場建替その他電
気設備工事
三重県四日市市西日野町４６９１
工期　平成27年7月16日～平成28年10月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日
名古屋平和電工
（株）

代表取締役　石田　一雄
愛知県名古屋市中村区森末
町４－１１５

一般競争入札 88,776,000 74,055,600 83.42%
　
　

宮崎職業能力開発促進センター实習場建替その他昇
降機設備工事
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成27年7月16日～平成28年6月30日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月15日
フジテック（株）西
日本支社九州支店

支社長兼支店長　桝田　育
生
福岡県福岡市博多区綱場町
４－１

一般競争入札 12,722,400 12,430,800 97.71%
　
　

雇用促進住宅伏屋宿舎１，４，５号棟耐震改修電気
設備工事
大阪府和泉市伏屋町５－１１－１１
工期　平成27年8月1日～平成28年4月14日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月31日 平野設営（株）
代表取締役　巨海　竜也
大阪府大阪市平野区加美東
７－１－１１

一般競争入札 22,690,800 16,092,000 70.92%
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雇用促進住宅伏屋宿舎１，４，５号棟耐震改修建築
工事
大阪府和泉市伏屋町５－１１－１１
工期　平成27年8月1日～平成28年4月14日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年7月31日 大勝建設（株）
代表取締役　脇坂　育男
大阪府大阪市生野区中川西
１－８－４

一般競争入札 145,044,000 144,180,000 99.40%
　
　

雇用促進住宅葛ノ葉宿舎５～８号棟耐震改修工事
大阪府和泉市葛ノ葉町１００
工期　平成27年8月5日～平成28年3月18日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年8月4日 （株）隆栄建設
代表取締役　嘉陽　利明
大阪府堺市堺区海山町２－
１２３

一般競争入札 96,670,800 80,557,200 83.33%
　
　

徳島職業能力開発促進センター实習場建替その他工
事設計業務
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
設計期間　平成27年8月8日～平成28年3月31日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年8月7日
（株）阿波設計事務
所四国支店

支店長　程野　祐介
徳島県徳島市昭和町２－８
６－１

一般競争入札 - 8,748,000 -
　
　

雇用促進住宅大滝宿舎全棟取壊し工事
北海道伊達市大滝区本町６３－２
工期　平成27年9月4日～平成28年1月4日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年9月3日 新和建設㈱
代表取締役　天沼　昭雄
北海道室蘭市宮の森町１－
９－８

一般競争入札 109,080,000 51,192,000 46.93%
　
　

雇用促進住宅奈井江南町宿舎全棟取壊し工事
北海道空知郡奈井江町チャシュナイ１００９－１５
工期　平成27年9月4日～平成28年5月18日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年9月3日 （株）和泉組
代表取締役　和泉　義雄
北海道札幌市豊平区豊平４
－８－１－２５

一般競争入札 198,936,000 123,984,000 62.32%
　
　

雇用促進住宅下管池宿舎１～４号棟耐震改修工事
愛知県安城市横山町下菅池６５－１
工期　平成27年9月5日～平成28年3月4日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年9月4日 大井建設（株）
代表取締役　亀井　茂
愛知県名古屋市西区上名古
屋３－２０－２

一般競争入札 107,168,400 105,840,000 98.76%
　
　

雇用促進住宅城東宿舎４号棟耐震改修工事
兵庫県姫路市城東町毘沙門３１
工期　平成27年9月25日～平成28年3月10日

本部
契約担当役理事
丸岡　政文
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年9月24日 森建設（株）
代表取締役　森　康雄
大阪府大阪市中央区上町１
－１２－１７

一般競争入札 21,114,000 18,727,200 88.70%
　
　

香川障害者職業センター空調設備改修工事
香川県高松市観光通２－５－２０
工期　平成27年10月6日～平成28年3月4日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月5日 高橋産業（株）
代表取締役　高橋　利一
香川県坂出市江尻町１５３
４－１

一般競争入札 14,148,000 13,176,000 93.13%
　
　

佐世保訓練センター受変電設備整備・更新工事
長崎県佐世保市指方町６６８
工期　平成27年10月27日～平成28年3月11日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月26日 （株）長北電設
代表取締役　山邊　繁夫
長崎県佐世保市福石町２－
１３

一般競争入札 32,702,400 26,460,000 80.91%
　
　

福山職業能力開発短期大学校学生寮給湯設備整備・
更新工事
広島県福山市北本庄４－８－４８
工期　平成27年10月27日～平成28年3月25日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月26日 中根電機工業（株）
代表取締役　中根　洋一
広島県福山市松永４－４－
２３

一般競争入札 17,582,400 15,660,000 89.07%
　
　

兵庫職業能力開発促進センター空調設備整備・更新
工事
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０
工期　平成27年10月30日～平成28年3月2日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月29日 鳳工業（株）
代表取締役　齋藤　久克
大阪府大阪市此花区伝法４
－３－５９

一般競争入札 77,814,000 61,560,000 79.11%
　
　

職業能力開発総合大学校屋根等改修工事
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　平成27年10月31日～平成28年3月14日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月30日 （株）装美建工
代表取締役　内堀　文明
東京都新宿区四谷１－７
装美ビル

一般競争入札 60,134,400 49,896,000 82.97%
　
　

港湾職業能力開発短期大学校神戸校屋根等改修工事
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
工期　平成27年10月31日～平成28年3月28日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年10月30日 （株）ケイテック
代表取締役　川崎　勉
大阪府大阪市中央区常盤町
１－４－３－３０６

一般競争入札 55,360,800 31,860,000 57.55%
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岐阜職業能力開発促進センター受変電設備整備・更
新工事
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３－１
工期　平成27年11月3日～平成28年3月31日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月2日 小境電気工事㈱
代表取締役　小境　啓介
岐阜県多治見市錦町３－８

一般競争入札 69,854,400 50,544,000 72.36%
　
　

荒尾訓練センターＣ格納庫及びＭ实習場耐震改修工
事
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９－６，４４１３
－３荒尾字西大谷４４５５－６
工期　平成27年11月7日～平成28年3月22日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月6日 （株）熊野組
代表取締役　熊野　祐一
熊本県玉名市高瀬７４

一般競争入札 12,052,800 10,908,000 90.50%
　
　

雇用促進住宅萩庄宿舎４－Ｂ号棟耐震改修工事
大阪府高槻市萩ノ庄５－２０
工期　平成27年11月12日～平成28年4月11日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月11日 池田建設（株）
代表取締役　池田　宜久
大阪府岸和田市包近町５５
３

一般競争入札 19,159,200 18,770,400 97.97%
　
　

加古川訓練センター屋根等及び耐震改修工事
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
工期　平成27年11月13日～平成28年3月25日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月12日 大成工材（株）
代表取締役　谷口　明
兵庫県加古川市東神吉町神
吉１０８７－１

一般競争入札 91,443,600 59,508,000 65.08%
　
　

長崎職業能力開発促進センター住宅实習場及び多目
的实習場耐震改修工事
長崎県諫早市小船越町１１１３
工期　平成27年11月13日～平成28年3月28日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月12日 三國建設産業（株）
代表取締役　永田　明
長崎県諫早市平山町８３６
－１

一般競争入札 42,757,200 36,180,000 84.62%
　
　

名古屋港湾労働分所屋根等及び耐震改修工事
愛知県名古屋市港区潮凪町３
工期　平成27年11月14日～平成28年3月28日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月13日 （株）杉本組
代表取締役　杉本　高男
愛知県名古屋市中区正木４
－１０－１５

一般競争入札 105,224,400 83,538,000 79.39%
　
　

徳島職業能力開発促進センター实習場建替その他工
事地盤調査業務
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
設計期間　平成27年11月19日～平成27年12月25日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月18日 東亜建測（株）
代表取締役　田中　孝将
兵庫県神戸市兵庫区熊野町
１－３９

一般競争入札 - 3,936,600 -
　
　

延岡訓練センター多目的实習場他耐震改修工事
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成27年11月20日～平成28年3月31日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月19日 丸宮建設（株）
代表取締役　河野　一治
宮崎県都城市庄内町８０３
１－２

一般競争入札 105,246,000 79,596,000 75.63%
　
　

雇用促進住宅国本宿舎１～４号棟耐震改修工事
静岡県袋井市国本２２５４－２
工期　平成27年11月25日～平成28年6月7日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年11月24日 丸明建設（株）
代表取締役　井谷　安秀
静岡県袋井市高尾町６－２
１

一般競争入札 32,572,800 31,860,000 97.81%
　
　

北海道職業能力開発促進センター空調機器修繕工事
北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
工期　平成27年10月1日～平成27年12月25日

北海道職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４－
１

平成27年10月1日
ジョンソンコント
ロールズ㈱

北海道支店長　木村　敦
札幌市西区二十四軒４条１
丁目４番１号

一般競争入札 2,028,240 1,620,000 79.87%
　
　

旭川訓練センター第１２・１３教室間仕切り撤去等
工事
北海道旭川市永山８条２０丁目１０９
工期　平成27年10月30日～平成28年1月20日

旭川訓練センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道旭川市永山八条２０－３－１

平成27年10月29日 平和建設株式会社
代表取締役　千代　和義
旭川市富岡９条７丁目６番
１５号

一般競争入札 4,211,222 4,104,000 97.45%
　
　

釧路訓練センター本館等給水設備及び東車庫改修工
事設計監理業務
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
設計期間　平成27年8月28日～平成27年11月6日

釧路訓練センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７

平成27年8月28日
株式会社　エイト設
計

代表取締役　髙橋　忠明
札幌市中央区大通り西１丁
目１４－２桂和大通ビル５
０　６階

一般競争入札 - 1,296,000 -
　
　

函館訓練センタートイレ改修及びＭＥ实習場外部汚
水排水配管改修工事
北海道函館市日吉町３－２３
工期　平成27年11月28日～平成28年3月15日

函館訓練センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道函館市日吉町３－２３－１

平成27年11月27日 ㈱堀組
代表取締役　堀　晃彰
函館市千代台町６番１９号

一般競争入札 7,990,812 7,808,400 97.72%
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北海道職業能力開発大学校学生寮バルコニー落下防
止枠等の修繕工事
北海道小樽市銭函３－１９０
工期　平成27年9月11日～平成27年10月30日

北海道職業能力開発大学校
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道小樽市銭函３－１９０

平成27年9月11日
株式会社　ビルメン
日新

代表取締役　山本有希
北海道札幌市西区山の手２
条１１丁目１３番

一般競争入札 2,496,960 1,078,920 43.21%
　
　

青森職業能力開発促進センター　自転車置き場設置
工事
青森県青森市中央３丁目２０－２
工期　平成27年10月29日～平成27年12月17日

青森職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
丹治　健
青森県青森市中央３－２０－２

平成27年10月29日
株式会社佐々木建設
工業

代表取締役　佐々木　重雄
青森県青森市青柳１丁目１
６－９３

一般競争入札 2,351,630 1,458,000 62.00%
　
　

青森職業能力開発短期大学校　学生寮給湯設備更新
工事
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
工期　平成27年10月16日～平成28年2月15日

青森職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
丹治　健
青森県五所川原市飯詰狐野１７１－２

平成27年10月15日 （株）丸英でんき

代表取締役社長　飛嶋　イ
ツ子
青森県五所川原市字末広町
３０－４３

一般競争入札 19,072,800 17,928,000 94.00%
　
　

住宅サービス科第２实習場外耐震改修及び施設環境
向上改修工事設計監理業務
岩手県花巻市天下田６９－１，６９－３，７０－４
設計期間　平成27年10月30日～平成28年2月29日

岩手職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
佐藤　章
岩手県花巻市天下田６９－１

平成27年10月30日
株式会社　渡辺設計
事務所

代表取締役　中村　司
岩手県盛岡市加賀野４丁目
１番３６号

一般競争入札 - 1,890,000 -
　
　

東北職業能力開発大学校２号館外部階段等改修及び
３号館实習室改修その他工事
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成27年6月20日～平成27年9月30日

東北職業能力開発大学校
契約担当役支部長
益塚　和彦
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成27年6月19日
（株）住建トレー
ディング

代表取締役　工藤　源聖
秋田県秋田市楢山川口境７
－１９

一般競争入札 32,751,977 31,201,200 95.27%
　
　

秋田職業能力開発短期大学校第１５号職員宿舎解
体・取壊し工事
秋田県大館市字桜町南１８－２
工期　平成27年11月26日～平成28年2月29日

秋田支部
契約担当役支部長
菊地　義次
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３

平成27年11月26日 白川建設㈱
代表取締役　白川　懸士
秋田県大館市花岡町字大森
山下６７番地

一般競争入札 2,937,124 2,851,200 97.07%
　
　

秋田職業能力開発促進センターフェンス新設その他
工事
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３
工期　平成27年8月26日～平成27年11月24日

秋田職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
菊地　義次
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３

平成27年8月26日 藤重建設（株）
代表取締役　佐藤　重明
秋田県秋田市土崎港相染町
字浜ナシ山６２

一般競争入札 5,824,720 5,702,400 97.90%
　
　

秋田職業能力開発短期大学校本館棟トイレ改修等そ
の他工事設計監理業務
秋田県大館市字扇田道下６－１
設計期間　平成27年7月3日～平成27年9月25日

秋田職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
菊地　義次
秋田県大館市扇田道下６－１

平成27年7月3日
㈱恒谷汲川建築設計
事務所

代表取締役　信濃屋　豊久
秋田県大館市字桜町７

一般競争入札 - 3,456,000 -
　
　

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島
支部教室棟改修その他工事（建築）
福島県福島市三河北町７－１４
工期　平成27年11月13日～平成28年3月31日

福島支部
契約担当役支部長
小松　正典
福島県福島市三河北町７－１４

平成27年11月12日 ㈱本多工務所
代表取締役　本多　紀和
福島県福島市天神町７番１
６号

一般競争入札 35,303,136 34,884,000 98.81%
　
　

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島
支部教室棟改修その他工事（電気）
福島県福島市三河北町７－１４
工期　平成27年11月27日～平成28年3月31日

福島支部
契約担当役支部長
小松　正典
福島県福島市三河北町７－１４

平成27年11月26日 北藤電設㈱
代表取締役　佐藤　春雄
福島県福島市野田町五丁目
２番１４号

一般競争入札 10,475,697 8,856,000 84.54%
　
　

敷地の一部処分に係る更地化工事設計監理業務（い
わき訓練センター）
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
設計期間　平成27年6月23日～平成27年7月31日

いわき訓練センター
契約担当役支部長
小松　正典
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

平成27年6月22日 ㈱山口設計
代表取締役　山口　一男
福島県耶麻郡猪苗代町字津
金沢５４番地

一般競争入札 - 1,404,000 -
　
　

敷地の一部処分に係る更地化工事（いわき訓練セン
ター）
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
工期　平成27年9月1日～平成27年12月28日

いわき訓練センター
契約担当役支部長
小松　正典
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

平成27年8月31日 ㈱不二代建設

代表取締役社長　白石　不
二男
福島県いわき市内郷宮町代
１５４番地の５

一般競争入札 21,801,960 21,600,000 99.07%
　
　

耐震補強計画作成業務・耐震改修及びその他工事設
計監理業務（会津訓練センター）
福島県会津若松市神指町大字南四合字深川西２９２
設計期間　平成27年7月16日～平成27年10月9日

会津訓練センター
契約担当役支部長
小松　正典
福島県会津若松市神指町大字南四合字深
川西２９２

平成27年7月15日 ㈱山口設計
代表取締役　山口　一男
福島県耶麻郡猪苗代町字津
金沢５４番地

一般競争入札 - 2,592,000 -
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茨城職業訓練支援センター施設名称表示設置及び施
設案内表示板等設置その他工事
茨城県常総市水海道高野町５９１
工期　平成27年4月1日～平成27年7月31日

茨城職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
永野　朝子
茨城県常総市水海道高野町５９１

平成27年4月1日 ㈱大鶴
代表取締役　飯田　宗光
茨城県土浦市中高津２丁目
２番２号

一般競争入札 9,744,840 9,266,400 95.09%
　
　

関東職業能力開発大学校本館・２号棟内部及び渡廊
下屋根等改修工事設計監理業務
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
設計期間　平成27年7月23日～平成27年10月22日

関東職業能力開発大学校
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県小山市横倉三竹６１２－１

平成27年7月22日
（株）マガミ企画設
計

代表取締役　高山　善樹
栃木県栃木市平柳町２－１
２－４３

一般競争入札 - 1,080,000 -
　
　

関東職業能力開発大学校及び学生寮屋外受水槽給水
設備改修その他工事設計監理業務
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
設計期間　平成27年7月23日～平成27年10月22日

関東職業能力開発大学校
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県小山市横倉三竹６１２－１

平成27年7月22日
（株）本澤建築設計
事務所

代表取締役　本澤　宗夫
栃木県宇都宮市川田町１２
２３－２７

一般競争入札 - 1,944,000 -
　
　

埼玉職業能力開発促進センタートイレ等改修工事
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８
工期　平成27年11月19日～平成28年3月31日

埼玉職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
今若　修
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８

平成27年11月18日 （有）矢島工業
代表取締役　矢島　良治
埼玉県川越市谷中２１

一般競争入札 23,274,000 20,325,600 87.33%
　
　

イベントホールアリーナ照明設備改修工事設計監理
業務
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４，若葉区愛生町１
６５－１，２
設計期間　平成27年7月2日～平成27年9月18日

千葉職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

平成27年7月1日
（株）榎本建築設計
事務所

代表取締役所長　榎本　雅
夫
千葉県千葉市中央区長洲２
－８－５

一般競争入札 - 1,080,000 -
　
　

平成２７年度高度ポリテクセンター吊り天井脱落対
策工事
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期　平成27年4月1日～平成28年2月29日

高度訓練センター
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年4月1日 大塚建工㈱
代表取締役　大塚　匡弘
千葉市若葉区若松町２２４
９

一般競争入札 77,119,000 77,058,000 99.92%
　
　

千葉職業能力開発短期大学校成田校屋根・外壁等改
修その他工事設計監理業務
千葉県成田市並木町字大久保台２２１
設計期間　平成27年7月18日～平成27年10月19日

千葉職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成27年7月17日 （有）岡本建築設計
代表取締役　岡本　睦哲
千葉県千葉市中央区新千葉
２－９－９向陽ビル３階

一般競争入札 - 2,462,400 -
　
　

平成２７年度職業能力開発総合大学校１号館空調設
備改修等工事に係る設計監理業務
東京都小平市小川西町２－３２－１
設計期間　平成27年6月6日～平成27年9月4日

職業能力開発総合大学校
契約担当役校長
古川　勇二
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成27年6月5日
株式会社三裕設計事
務所

代表取締役　木村　克身
東京都渋谷区恵比寿南三丁
目３番１１号パラシオン恵
比寿３０４号

一般競争入札 - 3,674,160 -
　
　

３号館教室ＯＡフロア－及び可動間仕切り設置、そ
の他改修等工事に係る設計監理業務
東京都小平市小川西町２－３２－１
設計期間　平成27年7月10日～平成27年9月11日

職業能力開発総合大学校
契約担当役校長
古川　勇二
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成27年7月9日
株式会社炬設計事務
所

代表取締役　上島　進
東京都新宿区愛住町１８－
６－１１メゾンブランシュ
２０２号

一般競争入札 - 2,894,400 -
　
　

３号館教室ＯＡフロアー設置、入口扉フロアヒンジ
交換、その他改修等工事
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　平成27年11月19日～平成28年2月15日

職業能力開発総合大学校
契約担当役校長
古川　勇二
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成27年11月19日 村田建設（株）
代表取締役　田村　旭
東京都小平市小川西町２－
２００１

一般競争入札 38,330,280 28,998,000 75.65%
　
　

新潟障害者職業センター空調設備等改修工事
新潟県新潟市東区大山２－１３－１
工期　平成27年11月27日～平成28年3月18日

新潟障害者職業センター
契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟県新潟市東区大山２－１３－１

平成27年11月27日 水澤電機（株）
取締役社長　水澤　茂夫
長岡市新産２－３－１

一般競争入札 15,939,390 12,852,000 80.63%
　
　

地下貯蔵タンクＦＲＰライニング工事
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　平成27年10月2日～平成27年11月17日

新潟職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟県長岡市住吉３－１－１

平成27年10月2日 トウヨウ（株）
代表取締役　田中　正樹
長岡市大島本町５－１１１
－１５

一般競争入札 2,057,800 1,998,000 97.09%
　
　

新潟職業能力開発短期大学校本館棟Ｂ・Ｃ階段手摺
新設工事　外
新潟県新発田市新富町１－７－２１
工期　平成27年10月10日～平成27年12月25日

新潟職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成27年10月9日 新発田建設（株）

代表取締役社長　渡辺　明
紀
新潟県新発田市富塚１９４
２番地

一般競争入札 5,691,600 5,670,000 99.62%
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富山職業能力開発促進センタートイレ改修工事に係
る設計監理業務　一式
富山県高岡市八ケ５５－８
設計期間　平成27年6月20日～平成27年9月18日

富山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
木村　富男
富山県高岡市八ヶ５５

平成27年6月19日 株式会社アレックス
代表取締役　東聡宏
富山県富山市下奥井一丁目
２０－６

一般競争入札 - 1,944,000 -
　
　

北陸職業能力開発大学校体育館耐震改修工事設計監
理業務
富山県魚津市川縁１２８９－１
設計期間　平成27年9月26日～平成27年11月30日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役支部長
木村　富男
富山県魚津市川縁１２８９－１

平成27年9月25日 株式会社アレックス
代表取締役　東聡宏
富山県富山市下奥井一丁目
２０－６

一般競争入札 - 1,620,000 -
　
　

石川職業能力開発促進センター受変電設備等改修工
事
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　平成27年11月13日～平成28年2月15日

石川職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
井上　和久
石川県金沢市観音堂町へ１

平成27年11月12日 東洋電建（株）
代表取締役　玉津　裕
石川県金沢市久安６丁目２
０８番地１

一般競争入札 6,156,000 3,996,000 64.91%
　
　

石川職業能力開発促進センター实習場耐震改修及び
トイレ改修工事
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　平成27年11月21日～平成28年3月25日

石川職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
井上　和久
石川県金沢市観音堂町へ１

平成27年11月20日 （株）北陸工建
代表取締役　西田　勲
石川県金沢市西泉５丁目４
番地

一般競争入札 26,730,000 23,511,600 87.96%
　
　

石川職業能力開発短期大学校川島宿舎外壁・屋根等
改修工事設計監理業務
石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１２７－２
設計期間　平成27年5月29日～平成27年9月4日

石川職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
井上　和久
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘いの４５－
１

平成27年5月28日 （株）アクトミヤス
代表取締役　三安　満昭
小松市串茶屋町丙５９

一般競争入札 - 968,760 -
　
　

石川職業能力開発短期大学校川島宿舎外壁・屋根等
改修工事
石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１２７－２
工期　平成27年10月28日～平成28年3月17日

石川職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
井上　和久
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘いの４５－
１

平成27年10月27日 昭和建設（株）
代表取締役　高木　作之
石川県鳳珠郡穴水町字川島
レ１番地

一般競争入札 23,652,000 18,684,000 79.00%
　
　

福井職業能力開発促進センター構内駐車場全般融雪
施設改修工事設計監理業務
福井県越前市行松町２５－１０
設計期間　平成27年8月11日～平成27年9月29日

福井職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
池田　敦
福井県越前市行松町２５－１０

平成27年8月11日
有限会社　田辺建築
事務所

代表取締役　田邊　恭洋
福井県越前市八幡１丁目６
０－２５ー７

一般競争入札 - 1,728,000 -
　
　

福井職業能力開発促進センター本館外壁等改修その
他工事設計監理業務
福井県越前市行松町２５－１０
設計期間　平成27年8月11日～平成27年9月29日

福井職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
池田　敦
福井県越前市行松町２５－１０

平成27年8月11日
有限会社　田辺建築
事務所

代表取締役　田邊　恭洋
福井県越前市八幡１丁目６
０－２５ー７

一般競争入札 - 1,512,000 -
　
　

本館階段改修その他工事
長野県長野市吉田４－２５－１２
工期　平成27年9月17日～平成27年12月28日

長野職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
三好　弘晃
長野県長野市吉田４－２５－１２

平成27年9月16日 （株）鹿熊組
代表取締役　鹿熊　厚
長野県長野市大字鶴賀緑町
１６３１番地３号

一般競争入札 3,294,000 3,218,400 97.70%
　
　

岐阜職業能力開発促進センター多目的ホール改修工
事
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３－１
工期　平成27年6月8日～平成27年11月30日

岐阜職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
松本　秀人
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３－
２

平成27年6月8日 大井建設（株）
代表取締役　亀井　茂
名古屋市西区上名古屋三丁
目２０番２号

一般競争入札 72,262,787 49,680,000 68.75%
　
　

東海職業能力開発大学校トイレ外改修及び４、６号
館漏水改修工事設計監理業務
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
設計期間　平成27年7月10日～平成27年10月9日

東海職業能力開発大学校
契約担当役支部長
松本　秀人
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成27年7月9日
（株）山田建築事務
所

代表取締役　山田　克弘
岐阜市岩田西１丁目９６番
地

一般競争入札 - 2,635,200 -
　
　

静岡障害者職業センター職員宿舎他２棟に係る取壊
し工事設計監理業務
静岡県沼津市原１３７－７
設計期間　平成27年9月1日～平成27年10月2日

静岡支部
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５

平成27年9月1日
（株）渡辺建築設計
事務所

代表取締役　中尾　有希子
静岡県湖西市山口１番地の
１

一般競争入札 - 1,792,800 -
　
　

浜松職業能力開発短期大学校レストラン棟屋根等改
修工事設計監理業務
静岡県浜松市南区法枝町６９３
設計期間　平成27年8月27日～平成28年3月31日

浜松職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成27年8月26日
（株）スギ建築事務
所

代表取締役　伊藤　典男
静岡県静岡市駿河区中島１
５３－２

一般競争入札 - 1,836,000 -
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浜松職業能力開発短期大学校トイレ改修工事設計監
理業務
静岡県浜松市南区法枝町６９３
設計期間　平成27年11月3日～平成27年12月18日

浜松職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成27年11月2日
（株）スギ建築事務
所

代表取締役　伊藤　典男
静岡県静岡市駿河区中島１
５３－２

一般競争入札 - 1,188,000 -
　
　

中部職業能力開発促進センター教室改修等工事設計
監理業務
愛知県小牧市下末１６３６－２
設計期間　平成27年7月10日～平成27年9月28日

中部職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
鈴木　修
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成27年7月9日
（株）山田建築事務
所

代表取締役　山田　克弘
岐阜県岐阜市岩田西１－９
６

一般競争入札 - 2,624,400 -
　
　

中部職業能力開発促進センター側溝等改修工事
愛知県小牧市下末１６３６－２
工期　平成27年8月26日～平成27年12月25日

中部職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
鈴木　修
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成27年8月25日 （株）野々川工務店
代表取締役　野々川　民男
小牧市中央５－６

一般競争入札 24,227,129 23,760,000 98.07%
　
　

中部職業能力開発促進センター教室改修機械設備工
事
愛知県小牧市下末１６３６－２
工期　平成27年11月24日～平成28年3月25日

中部職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
真下　和雄
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成27年11月24日 愛北工業（株）
代表取締役　中村　明
愛知県小牧市大字北外山６
５９－１

一般競争入札 21,425,247 18,360,000 85.69%
　
　

伊勢訓練センター訓練生ホール屋根等改修工事
三重県伊勢市小俣町明野６８５
工期　平成27年11月9日～平成28年2月8日

伊勢訓練センター
契約担当役支部長
遠藤　達哉
三重県伊勢市小俣町明野６８５

平成27年11月9日
小切間建設工業
（株）

代表取締役　小切間　鉄郎
伊勢市西豊浜町１１７番地

一般競争入札 6,717,000 6,609,600 98.40%
　
　

構内放送設備改修工事設計監理業務
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
設計期間　平成27年8月5日～平成27年10月20日

滋賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成27年8月4日
（株）ビルディン
グ・コンサルタント
ワイズ

代表取締役　山本　勝義
滋賀県大津市におの浜３丁
目４番４８号

一般競争入札 - 810,000 -
　
　

第２实習場２１１号床・天井等改修工事
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成27年11月5日～平成27年12月25日

滋賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成27年11月5日 清水建設工業㈱
代表取締役　清水　晟
滋賀県大津市長等３丁目１
－２８

一般競争入札 2,492,640 2,111,400 84.71%
　
　

構内放送設備改修工事
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成27年11月19日～平成28年3月31日

滋賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成27年11月18日 （株）藤本電気商会
代表取締役　藤本　一矢
滋賀県守山市川田町３０７
番地の３

一般競争入札 15,777,720 15,120,000 95.83%
　
　

排水口及び隣接法面（日野川堤防における当校占用
部）原状回復工事
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成27年4月2日～平成27年6月1日

滋賀職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成27年4月1日 （株）笹川組
取締役社長　薮本　俊作
滋賀県大津市打出浜１３番
５号

一般競争入札 4,648,590 4,212,000 90.61%
　
　

滋賀職業能力開発短期大学校トイレ改修工事設計監
理業務
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
設計期間　平成27年6月15日～平成27年8月17日

滋賀職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成27年6月15日
（株）水原建築設計
事務所

代表取締役　水原　脩
滋賀県彦根市長曽根南町４
４３番地

一般競争入札 - 2,436,480 -
　
　

滋賀職業能力開発短期大学校　实験棟改修工事
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成27年7月21日～平成27年9月25日

滋賀職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成27年7月17日 （株）藤田工務店
代表取締役　藤田　富士男
滋賀県彦根市正法寺町７７
番地の１

一般競争入札 22,750,200 12,204,000 53.64%
　
　

吸収式冷温水機修繕工事
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成27年10月23日～平成27年12月7日

滋賀職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成27年10月23日 大崎設備工業（株）
代表取締役　大崎　裕士
滋賀県守山市下之郷二丁目
５番８号

一般競争入札 6,658,200 5,378,400 80.78%
　
　

滋賀職業能力開発短期大学校　トイレ改修工事
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成27年11月4日～平成28年2月29日

滋賀職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成27年11月4日 （株）藤田工務店
代表取締役　藤田　富士男
滋賀県彦根市正法寺町７７
－１

一般競争入札 50,749,200 31,104,000 61.29%
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京都職業能力開発促進センターＤ棟・Ｄ棟階段棟耐
震改修工事設計監理業務
京都府長岡京市友岡１－２－１
設計期間　平成27年10月7日～平成28年1月29日

京都職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩堀　善朗
京都府長岡京市友岡１－２－１

平成27年10月6日
株式会社栄和設計事
務所

取締役社長　川野達彦
大阪府大阪市福島区福島５
丁目１７番２１号

一般競争入札 - 1,944,000 -
　
　

関西職業能力開発促進センターＪ棟１階改修工事設
計監理業務
大阪府摂津市三島１－２－１
設計期間　平成27年7月29日～平成27年12月18日

大阪支部
契約担当役支部長
湯浅　幸敏
大阪府摂津市三島１－２－１

平成27年7月28日
（株）栄和設計事務
所

取締役社長　川野　達彦
大阪市福島区福島５丁目１
７番２１号

一般競争入札 - 1,620,000 -
　
　

屋外キュービクル増設工事（近畿職業能力開発大学
校）
大阪府岸和田市稲葉町１７７８
工期　平成27年5月30日～平成27年8月17日

近畿職業能力開発大学校
契約担当役支部長
湯浅　幸敏
大阪府岸和田市稲葉町１７７８

平成27年5月29日 （株）鐵興
代表取締役　嶋野　英幸
大阪府大阪市北区同心２丁
目１１－１９－５０３

一般競争入札 21,897,000 12,744,000 58.20%
　
　

施設利用者のためのトイレ環境向上に係る改善工事
（近畿能開大）
大阪府岸和田市稲葉町１７７８
工期　平成27年9月15日～平成27年12月22日

近畿職業能力開発大学校
契約担当役支部長
湯浅　幸敏
大阪府岸和田市稲葉町１７７８

平成27年9月14日 （株）田中工務店
代表取締役　田中　重弘
大阪府岸和田市尾生町６７
６

一般競争入札 24,497,529 21,384,000 87.29%
　
　

兵庫職業能力開発促進センター更地化改修工事
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０
工期　平成27年5月16日～平成27年12月23日

兵庫職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
奥田　康
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

平成27年5月15日 （株）クニ工務店
代表取締役　前田隆
兵庫県兵庫区大開通３－１
－３６

一般競争入札 89,956,800 86,184,000 95.81%
　
　

加古川訓練センター受変電設備改修工事
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
工期　平成27年10月6日～平成28年1月31日

加古川訓練センター
契約担当役支部長
奥田　康
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

平成27年10月5日 （株）西村電気工事
代表取締役　西村昌也
兵庫県加西市北条町西南３
７７

一般競争入札 2,592,000 1,328,400 51.25%
　
　

港湾職業能力開発短期大学校神戸校空調設備改修工
事
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
工期　平成27年10月22日～平成28年2月12日

港湾職業能力開発短期大学校　神戸校
契約担当役支部長
奥田　康
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４

平成27年10月21日 東洋冷熱工業（株）
代表取締役　水谷重樹
兵庫県姫路市南条３－２

一般競争入札 5,065,721 2,797,200 55.22%
　
　

奈良職業能力開発促進センター多目的实習場改修工
事設計監理業務
奈良県橿原市城殿町４３３
設計期間　平成27年5月21日～平成28年3月31日

奈良職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
溝口　英明
奈良県橿原市城殿町４３３

平成27年5月20日 ㈱壇建築計画事務所
代表取締役　北野　健太郎
大阪府岸和田市西之内町２
７番５号

一般競争入札 - 2,160,000 -
　
　

奈良職業能力開発促進センター多目的实習場改修工
事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成27年11月25日～平成28年3月17日

奈良職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
溝口　英明
奈良県橿原市城殿町４３３

平成27年11月24日 （株）古市工務店
代表取締役　古市　恵美子
奈良県橿原市中曽司町８０
の５

一般競争入札 27,712,800 22,464,000 81.06%
　
　

本館防火シャッター設置改修工事設計監理業務
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間　平成27年7月2日～平成27年9月4日

和歌山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成27年7月1日
（株）キューブ建築
研究所

代表取締役　橋本　雅史
和歌山県和歌山市北ノ新地
２－２２ワンダーランド３
階

一般競争入札 - 1,620,000 -
　
　

第４实習棟耐震改修工事設計監理業務
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間　平成27年9月5日～平成27年11月13日

和歌山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成27年9月4日
（株）キューブ建築
研究所

代表取締役　橋本　雅史
和歌山県和歌山市北ノ新地
２－２２ワンダーランド３
階

一般競争入札 - 1,026,000 -
　
　

本館防火シャッター設置改修工事
和歌山県和歌山市園部１２７６
工期　平成27年9月30日～平成28年1月22日

和歌山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成27年9月29日 栄建工業（株）
代表取締役　宮本　一宏
和歌山県和歌山市園部１３
５３番地の１２

一般競争入札 19,437,950 13,887,358 71.44%
　
　

米子訓練センター第１０实習場耐震改修及び第１１
实習場更衣室等改修外工事
鳥取県米子市古豊千５２０
工期　平成27年5月25日～平成27年9月11日

米子訓練センター
契約担当役支部長
松原　元一
鳥取県米子市古豊千５２０

平成27年5月25日 ハルト建設（株）
代表取締役　橋本　晴人
鳥取県米子市淀江町今津２
６４－１番地

一般競争入札 18,705,600 17,809,200 95.21%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

米子訓練センター訓練生ホール外壁改修工事
鳥取県米子市古豊千５２０
工期　平成27年11月12日～平成28年1月25日

米子訓練センター
契約担当役支部長
松原　元一
鳥取県米子市古豊千５２０

平成27年11月12日 （株）ミキ建設
代表取締役　吉柳　一美
鳥取県米子市彦名町５９４
９番地

一般競争入札 3,223,800 2,214,000 68.68%
　
　

島根職業能力開発短期大学校学生寮給湯設備・屋
根・開閉器外改修工事
島根県江津市二宮町神为１９６４－７
工期　平成27年9月18日～平成28年1月29日

島根職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
福田　拓治
島根県江津市二宮町神为１９６４－７

平成27年9月17日 森下建設㈱
代表取締役　森下　勝義
島根県江津市桜江町市山５
４３－１６

一般競争入札 7,828,355 7,668,000 97.95%
　
　

学生寮ほか各棟改修等工事設計監理業務（中国能開
大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
設計期間　平成27年7月17日～平成27年9月30日

中国職業能力開発大学校
契約担当役支部長
成松　清水
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１

平成27年7月16日
（株）ユー・ディ・
ディ設計

所長　菅野　憲
岡山市南区泉田１－３－１
０

一般競争入札 - 5,292,000 -
　
　

宇品職員宿舎ガス給湯器交換工事
広島県広島市南区宇品海岸３丁目６－６３
工期　平成27年10月16日～平成27年12月25日

広島職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
西山　祐次
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成27年10月15日 ㈱タイトー設備工業
代表取締役　藤岡　泰晃
福山市曙町三丁目５番１号

一般競争入札 3,996,000 1,985,040 49.68%
　
　

徳島支部総合实習場および第２共用实習場改修工事
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
工期　平成27年11月2日～平成27年12月28日

徳島支部
契約担当役支部長
大西　章博
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０

平成27年11月2日 （株）阿部建設
代表取締役　阿部晋也
徳島市佐古五番町４－１７

一般競争入札 8,964,000 6,164,640 68.77%
　
　

香川ポリテク－５号職員宿舎解体・取壊し工事
香川県高松市寺井町１３１０－１７
工期　平成27年12月1日～平成27年12月18日

香川支部
契約担当役支部長
原野　英治
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

平成27年11月30日 （株）村上組
代表取締役　村上　博信
高松市東ハゼ町８７７番地

一般競争入札 1,825,200 1,458,000 79.88%
　
　

香川職業能力開発促進センター更衣室改修工事
香川県高松市花の宮町２－４－３
工期　平成27年11月20日～平成28年2月18日

香川職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
原野　英治
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

平成27年11月19日 村井建設㈱
代表取締役　多田　健一郎
高松市春日町１７３９

一般競争入札 2,295,000 2,268,000 98.82%
　
　

新科設置及び機器更新に伴う応用棟及び共同实験棟
外教室等改修工事設計監理業務
香川県丸亀市郡家町３２０２
設計期間　平成27年8月8日～平成27年10月1日

四国職業能力開発大学校
契約担当役支部長
原野　英治
香川県丸亀市郡家町３２０２

平成27年8月7日 スミ建築事務所
所長　隅　凖三
丸亀市中府町１－５－５３

一般競争入札 - 3,024,000 -
　
　

新科設置及び機器更新に伴う応用棟及び共同实験棟
外教室等改修工事（建築工事）
香川県丸亀市郡家町３２０２
工期　平成27年11月11日～平成28年3月31日

四国職業能力開発大学校
契約担当役支部長
原野　英治
香川県丸亀市郡家町３２０２

平成27年11月10日 （株）丸井工務店
代表取締役　丸井　良子
丸亀市田村町１７１１番地

一般競争入札 29,940,840 29,160,000 97.39%
　
　

新科設置及び機器更新に伴う応用棟及び共同实験棟
外教室等改修工事（電気・機械設備）
香川県丸亀市郡家町３２０２
工期　平成27年11月11日～平成28年3月31日

四国職業能力開発大学校
契約担当役支部長
原野　英治
香川県丸亀市郡家町３２０２

平成27年11月10日
日本電設工業（株）
四国支店

支店長　西田　恒夫
高松市西内町５番１１号高
松市本町７番１７号

一般競争入札 35,365,680 34,344,000 97.11%
　
　

高知支部多目的实習棟床その他改修工事
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
工期　平成27年10月2日～平成27年10月31日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成27年10月2日 （有）有生
代表取締役　有瀬　實
高知県高知市針木東町２６
番５１号

一般競争入札 5,902,254 5,832,000 98.81%
　
　

高知支部多目的实習棟耐震改修工事設計監理業務
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
設計期間　平成27年10月5日～平成27年11月16日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成27年10月5日
㈱エムエイ設計事務
所

代表取締役　信清　和呂
高知県高知市北川添１２番
９号

一般競争入札 - 2,527,200 -
　
　

高知職業能力開発短期大学校学生寮非常照明器具改
修その他工事
高知県香南市野市町字ルノ丸１５９５－１、１５９
３－１
工期　平成27年11月21日～平成28年3月11日

高知職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県香南市野市町西野１５９５－１

平成27年11月20日 （有）有生
代表取締役　有瀬　實
高知県高知市針木東町２６
番５１号

一般競争入札 5,429,160 4,860,000 89.52%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

機械加工实習場屋根外壁等改修及びその他工事設計
監理業務
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
設計期間　平成27年8月21日～平成27年10月21日

福岡職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
山口　弘幸
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１

平成27年8月20日
（株）金子英造建築
設計事務所

代表取締役　金子　英造
福岡県北九州市小倉北区竪
町１丁目２－５

一般競争入札 - 1,399,680 -
　
　

九州職業能力開発大学校Ｍ棟实習場電源増設工事
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
工期　平成27年10月19日～平成28年2月10日

九州職業能力開発大学校
契約担当役支部長
山口　弘幸
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－
１

平成27年10月16日 イーエレクス（株）
代表取締役　山根　秀樹
福岡県福岡市中央区大濠２
－１０－１０

一般競争入札 9,482,400 4,730,400 49.89%
　
　

長崎職業能力開発促進センター住宅实習場廻り雨水
配管改修及びその他工事設計監理業務
長崎県諫早市小船越町１１１３
設計期間　平成27年6月23日～平成27年9月4日

長崎職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
横尾　誠治
長崎県諌早市小船越町１１１３

平成27年6月22日 有限会社濵谷設計室
代表取締役　濵谷　雄二
長崎市中園町１５番７号

一般競争入札 - 864,000 -
　
　

長崎職業能力開発促進センター住宅实習場廻り雨水
配管改修及びその他工事
長崎県諫早市小船越町１１１３
工期　平成27年11月5日～平成28年3月14日

長崎職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
横尾　誠治
長崎県諌早市小船越町１１１３

平成27年11月4日 長建工業株式会社
代表取締役　古谷　和行
長崎県西彼杵郡時津町西時
津郷１０００－１４５

一般競争入札 9,197,280 7,322,400 79.61%
　
　

佐世保訓練センター本館外壁等改修及びその他工事
設計監理業務
長崎県佐世保市指方町６６８
設計期間　平成27年7月7日～平成27年9月25日

佐世保訓練センター
契約担当役支部長
横尾　誠治
長崎県佐世保市指方町６６８

平成27年7月6日 株式会社八光設計
代表取締役　戸田　淳
長崎市赤迫２丁目１８－２

一般競争入札 - 1,620,000 -
　
　

佐世保訓練センター視聴覚教室屋根等改修及びその
他工事
長崎県佐世保市指方町６６８
工期　平成27年11月18日～平成28年3月18日

佐世保訓練センター
契約担当役支部長
横尾　誠治
長崎県佐世保市指方町６６８

平成27年11月17日 株式会社ミズノ
代表取締役　浦野　昭子
長崎県佐世保市広田町８８
番地８

一般競争入札 19,990,800 14,796,000 74.01%
　
　

新实習場ＯＡフロア整備工事
熊本県合志市須屋２５０５－３
工期　平成27年5月29日～平成27年6月19日

熊本職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
立山　正伸
熊本県合志市大字須屋２５０５－３

平成27年5月29日 工藤設備工業（株）
代表取締役　工藤光明
熊本県熊本市中央区出水８
－３５－３０

一般競争入札 3,532,680 2,667,600 75.51%
　
　

女子トイレ改修工事及び第二研修棟準備室間仕切り
撤去ほか各種工事
熊本県合志市須屋２５０５－３
工期　平成27年10月21日～平成27年12月10日

熊本職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
立山　正伸
熊本県合志市大字須屋２５０５－３

平成27年10月20日 株式会社太照工業
代表取締役　池内　大介
熊本県菊池郡菊陽町大字原
水

一般競争入札 2,873,880 2,678,400 93.20%
　
　

延岡訓練センター本館床クラック等改修工事（延
岡）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成27年10月7日～平成28年1月29日

延岡訓練センター
契約担当役支部長
中牟田　誠
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

平成27年10月6日 （株）大喜建設
代表取締役　吉本　哲
宮崎県延岡市浜町２９０番
地２

一般競争入札 5,392,440 3,726,000 69.10%
　
　

鹿児島職業能力開発促進センター第２实習棟外照明
設備等改修工事設計監理業務
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３
設計期間　平成27年7月23日～平成27年9月30日

鹿児島職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３

平成27年7月23日 （株）ナック
代表取締役　小島　眞史
鹿児島市草牟田二丁目５６
番１７号

一般競争入札 - 864,000 -
　
　

川内職業能力開発短期大学校視聴覚棟耐震改修その
他工事設計監理業務
鹿児島県川内市高城町２５２６
設計期間　平成27年10月7日～平成27年12月8日

川内職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６

平成27年10月7日 （株）アシスト設計
代表取締役　今村　裕
鹿児島県薩摩川内市平佐町
３２８２－３

一般競争入札 - 1,350,000 -
　
　

雇用促進住宅富山南宿舎、婦中宿舎及び津沢宿舎各
宿舎１，２号棟耐震改修工事
富山県富山市上野亀田割２２－９
工期　平成27年12月12日～平成28年5月20日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年12月11日 梅本建設工業（株）
代表取締役　梅本　大輔
富山県南砺市野尻６６５

一般競争入札 29,052,000 21,600,000 74.35%
　
　

雇用促進住宅湖山宿舎１～４号棟耐震改修工事
鳥取県鳥取市湖山町北５丁目２０６
工期　平成27年12月16日～平成28年4月28日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年12月15日 （株）大北工業
代表取締役　大北　健一
鳥取県鳥取市片原５－５０
１

一般競争入札 18,435,600 16,200,000 87.87%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

関東職業能力開発大学校７号棟耐震改修工事
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　平成27年12月17日～平成28年3月31日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成27年12月16日 （株）小林工業
代表取締役　小林　英一郎
栃木県下野市石橋２５３

一般競争入札 24,062,400 22,140,000 92.01%
　
　

釧路訓練センター本館等給水設備改修工事
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
工期　平成27年12月19日～平成28年3月25日

釧路訓練センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７

平成27年12月18日 太平洋設備㈱
代表取締役　小坂　典行
釧路市春採５丁目１６番１
７号

一般競争入札 4,309,200 3,132,000 72.68%
　
　

青森職業能力開発短期大学校　Ｃ棟３０５教室空調
設備新設工事
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
工期　平成27年12月9日～平成28年2月25日

青森職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
丹治　健
青森県五所川原市飯詰狐野１７１－２

平成27年12月8日 ㈱小枝設備工業
代表取締役　小枝　孝太
青森県五所川原市大字姥萢
字桜木２９６－２

一般競争入札 1,803,600 1,188,000 65.87%
　
　

岩手職業能力開発促進センター星が丘職員宿舎等解
体・取壊し工事
岩手県花巻市星が丘１丁目２６－５
工期　平成27年12月29日～平成28年3月15日

岩手支部
契約担当役支部長
佐藤　章
岩手県花巻市天下田６９－１

平成27年12月28日 橘建設株式会社
代表取締役　橘　冨雄
岩手県紫波郡紫波町桜町字
大坪３５－１

一般競争入札 2,678,400 1,944,000 72.58%
　
　

秋田職業能力開発短期大学校本館棟トイレ改修等そ
の他工事（機械設備工事）
秋田県大館市字扇田道下６－１
工期　平成27年12月9日～平成28年3月31日

秋田職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
菊地　義次
秋田県大館市扇田道下６－１

平成27年12月9日 ㈱衛暖工業
代表取締役　畠山　進
秋田県大館市釈迦内字下大
留８３

一般競争入札 20,390,400 19,299,600 94.65%
　
　

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島
支部教室棟改修その他工事（機械）
福島県福島市三河北町７－１４
工期　平成27年12月4日～平成28年3月31日

福島支部
契約担当役支部長
小松　正典
福島県福島市三河北町７－１４

平成27年12月3日 ㈱東信空調
代表取締役　近藤　俊昭
宮城県仙台市宮城野区中野
字神明１８５番地の４

一般競争入札 15,701,130 7,560,000 48.15%
　
　

関東職業能力開発大学校及び学生寮屋外受水槽給水
設備改修その他工事
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　平成27年12月22日～平成28年3月31日

関東職業能力開発大学校
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県小山市横倉三竹６１２－１

平成27年12月21日 三興設備㈱
代表取締役　荒井　勉
栃木県宇都宮市陽東１－１
－１９

一般競争入札 41,060,520 30,585,600 74.49%
　
　

関東職業能力開発大学校本館・２号棟内部及び渡廊
下屋根等改修工事
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　平成27年12月22日～平成28年3月31日

関東職業能力開発大学校
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県小山市横倉三竹６１２－１

平成27年12月21日 ㈱小林工業
代表取締役　小林英一郎
栃木県下野市石橋２５３

一般競争入札 25,012,800 21,060,000 84.20%
　
　

千葉職業能力開発促進センターイベントホール１階
アリーナ照明設備改修工事
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４，若葉区愛生町１
６５－１，２
工期　平成27年12月8日～平成28年3月18日

千葉職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

平成27年12月7日 （株）鈴木電気
代表取締役　鈴木　利雄
八千代市萱田２２１４番地

一般競争入札 19,699,200 10,368,000 52.63%
　
　

千葉職業能力開発短期大学校グラウンド更地化工事
設計監理業務
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５
設計期間　平成27年12月23日～平成28年3月17日

千葉職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成27年12月22日 （有）岡本建築設計
代表取締役　岡本　睦哲
千葉県千葉市中央区新千葉
２－９－９向陽ビル３階

一般競争入札 - 1,814,400 -
　
　

千葉職業能力開発短期大学校实習棟空調設備更新工
事
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５
工期　平成27年12月25日～平成28年3月30日

千葉職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成27年12月24日 千葉東京冷機（株）
代表取締役　鈴木　清信
千葉市中央区今井１－１８
－１５

一般競争入札 21,837,600 17,064,000 78.14%
　
　

平成２７年度職業能力開発総合大学校１号館空調設
備改修等工事
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　平成27年12月1日～平成28年3月16日

職業能力開発総合大学校
契約担当役校長
古川　勇二
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成27年12月1日 峯尾機工㈱
代表取締役　峯尾　章
東京都杉並区桃井一丁目１
番２０号

一般競争入札 63,844,210 46,224,000 72.40%
　
　

港湾短大管理棟等トイレ改修工事
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地
工期　平成27年12月11日～平成28年3月25日

港湾職業能力開発短期大学校横浜校
契約担当役支部長
松中　孝二
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

平成27年12月11日 （株）協同清美
代表取締役　三澤　孝至
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
今井町８５９番地

一般競争入札 6,933,600 6,782,400 97.82%
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港湾短大ガラスブロック改修工事
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地
工期　平成27年12月22日～平成28年3月28日

港湾職業能力開発短期大学校横浜校
契約担当役支部長
松中　孝二
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

平成27年12月22日 高尾工業（株）
代表取締役　溝越ひとみ
神奈川県横浜市戸塚区上矢
部町３１５

一般競争入札 3,852,360 3,769,200 97.84%
　
　

第１号（伊勢）職員宿舎等解体・取壊し工事
山梨県甲府市伊勢４丁目２３－４
工期　平成27年12月19日～平成28年2月29日

山梨職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
中村　雅子
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成27年12月18日 （株）興龍社
代表取締役　名取　武茂
甲府市富竹１ー１０－３１

一般競争入札 2,735,640 1,886,760 68.97%
　
　

東海職業能力開発大学校トイレ外改修及び４，６号
館漏水改修工事
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
工期　平成27年12月3日～平成28年3月18日

東海職業能力開発大学校
契約担当役支部長
松本　秀人
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成27年12月2日 ㈱河村綜建
代表取締役　河村　義明
岐阜県揖斐郡池田町田畑６
９９番地の３

一般競争入札 28,868,400 25,573,320 88.59%
　
　

浜松職業能力開発短期大学校レストラン棟屋根等改
修工事
静岡県浜松市南区法枝町６９３
工期　平成27年12月22日～平成28年3月31日

浜松職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成27年12月21日 （株）美化興業
代表取締役　久田　五海
静岡県浜松市中区幸１－１
２－１３

一般競争入札 21,680,191 19,980,000 92.16%
　
　

中部職業能力開発促進センター名古屋港湾労働分所
トイレ等改修工事
愛知県名古屋市港区潮凪町３
工期　平成27年12月2日～平成28年3月14日

中部職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
真下　和雄
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成27年12月1日 （株）杉本組
代表取締役　杉本　高男
名古屋市中区正木４－１０
－１５

一般競争入札 4,432,320 4,320,000 97.47%
　
　

甲西宿舎１６号取壊し工事
滋賀県湖南市岩根４９９－３８７，４９９－３８８
工期　平成27年12月24日～平成28年2月25日

滋賀支部
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成27年12月22日 ㈲竜王興産
代表取締役　竹島　慎泰
滋賀県草津市矢橋町６４９
番地の１１

一般競争入札 1,804,680 1,512,000 83.78%
　
　

１２号職員宿舎等解体・取壊し工事
和歌山県紀の川市古和田１３３－３２
工期　平成27年12月1日～平成28年2月1日

和歌山支部
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成27年12月1日 栄建工業（株）
代表取締役　宮本　一宏
和歌山県和歌山市園部１３
５３番地の１２

一般競争入札 1,406,160 1,401,840 99.69%
　
　

第４实習棟耐震改修工事
和歌山県和歌山市園部１２７６
工期　平成27年12月19日～平成28年3月18日

和歌山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成27年12月18日 （有）芳野組
代表取締役　芳野　博信
和歌山県和歌山市畑屋敷中
ノ丁１０

一般競争入札 10,544,796 10,432,800 98.94%
　
　

米子訓練センター皆生２号職員宿舎等解体・取壊し
工事
鳥取県米子市皆生温泉２丁目１７－９、１０
工期　平成27年12月22日～平成28年2月29日

鳥取支部
契約担当役支部長
松原　元一
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１

平成27年12月22日 ハルト建設（株）
代表取締役　橋本　晴人
鳥取県米子市淀江町今津２
６４－１番地

一般競争入札 2,818,800 2,354,400 83.52%
　
　

学生寮ほか各棟改修等工事（中国能開大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
工期　平成27年12月17日～平成28年3月30日

中国職業能力開発大学校
契約担当役支部長
成松　清水
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１

平成27年12月16日 河野建設（株）
代表取締役　河野　初仁
岡山県岡山市南区福富東１
－６－１９

一般競争入札 98,925,999 83,700,000 84.61%
　
　

山口職業能力開発促進センター本館北側出入口段差
解消その他改修工事
山口県山口市大字矢原字花の木１２８４－１
工期　平成27年12月8日～平成28年2月29日

山口職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
掛水　正二
山口県山口市矢原１２８４－１

平成27年12月7日 秋山建設株式会社
代表取締役　秋山　智洋
山口県美祢市大嶺町東分１
５８－１

一般競争入札 11,160,000 10,729,800 96.15%
　
　

高知支部ＭＥ棟实習室ＯＡ化間仕切設置及び本館非
常照明設備改修工事
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
工期　平成27年12月29日～平成28年3月14日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成27年12月28日 （有）有生
代表取締役　有瀬　實
高知市針木東町２６番５１
号

一般競争入札 8,191,800 7,452,000 90.97%
　
　

福岡職業能力開発促進センター機械加工实習場屋根
外壁等改修及びその他工事
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
工期　平成27年12月7日～平成28年3月25日

福岡職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
山口　弘幸
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１

平成27年12月4日 ダイセン建設（株）
代表取締役　大原　千鶴子
福岡県北九州市若松区高須
南１－２－１２２

一般競争入札 24,716,880 19,224,000 77.78%
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佐賀職業能力開発促進センター实習場機械設備撤去
その他工事
佐賀県佐賀市兵庫町若宮二本松１０４２－２
工期　平成27年12月8日～平成28年1月29日

佐賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
木野　季朝
佐賀県佐賀市兵庫町若宮１０４２－２

平成27年12月8日 ㈱前田建設
代表取締役　前田　喜美子
佐賀市高木瀬町大字長瀬２
５０２番地１７

一般競争入札 6,314,220 5,076,000 80.39%
　
　

Ｗ实習場及びＳ实習場照明器具取替工事（荒尾訓練
センター）
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９－６，４４１３
－３荒尾字西大谷４４５５－６
工期　平成27年12月2日～平成28年1月15日

荒尾訓練センター
契約担当役支部長
立山　正伸
熊本県荒尾市荒尾４４０９

平成27年12月2日 北辰総合設備（株）
代表取締役　溝部　辰實
熊本県宇城市松橋町大野２
１０－６

一般競争入札 6,930,360 2,635,200 38.02%
　
　

鹿児島職業能力開発促進センター第２实習棟外照明
設備等改修工事
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３
工期　平成27年12月9日～平成28年3月11日

鹿児島職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３

平成27年12月9日 （株）アイピージー
代表取締役　脇　雅孝
鹿児島市西別府町２７９４
番地３６

一般競争入札 11,844,000 7,007,040 59.16%
　
　

本館棟・实習棟女子トイレ洗面カウンター改修及び
トイレ人感照明センサー取付工事
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成27年12月19日～平成28年3月25日

群馬職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
小野　秀明
群馬県高崎市山名町９１８

平成27年12月18日 信澤工業（株）
代表取締役　信澤　裕
群馬県高崎市旭町１８番地

一般競争入札 4,129,920 3,456,000 83.68%
　
　

福井職業能力開発促進センター構内駐車場全般融雪
施設改修工事
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成27年12月8日～平成28年3月22日

福井職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
池田　敦
福井県越前市行松町２５－１０

平成27年12月7日
テラオライテック株
式会社

代表取締役　寺尾　忍
福井県越前市本保町８－５
－１

一般競争入札 25,897,301 25,380,000 98.00%
　
　

雇用促進住宅船木宿舎１，２号棟耐震改修工事
静岡県島田市井口９５６－１
工期　平成28年1月29日～平成28年6月28日

本部
契約担当役理事
大津賀　久嗣
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年1月28日 コスモ建設（株）
代表取締役　齋藤　正行
静岡県掛川市杉谷１－９－
１４

一般競争入札 16,102,800 15,117,840 93.88%
　
　

釧路訓練センター東車庫改修工事
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
工期　平成28年1月6日～平成28年3月25日

釧路訓練センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７

平成28年1月6日 日向建設㈱
代表取締役　渋谷則道
釧路市川上町１０丁目２番
地２号

一般競争入札 12,204,000 8,424,000 69.03%
　
　

エントランスホール等建具改修その他工事
茨城県常総市水海道高野町５９１
工期　平成28年1月15日～平成28年3月28日

茨城職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
永野　朝子
茨城県常総市水海道高野町５９１

平成28年1月15日 ㈱飯塚工務店
代表取締役　飯塚一好
茨城県土浦市荒川沖５００
－３

一般競争入札 4,608,000 3,747,600 81.33%
　
　

扶桑４号職員宿舎取壊し工事
栃木県小山市扶桑２－３７－１１
工期　平成28年1月15日～平成28年2月29日

栃木支部
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

平成28年1月14日 柴田工業（株）
代表取締役　柴田　昌則
宇都宮市駒生町８０５－３

一般競争入札 2,204,746 1,598,400 72.50%
　
　

宝木６号職員宿舎取壊し工事
栃木県宇都宮市宝木本町１１５０－３１
工期　平成28年1月15日～平成28年2月29日

栃木支部
契約担当役支部長
中村　和彦
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

平成28年1月14日 鹿野建設（株）
代表取締役　鹿野　雄久
栃木県宇都宮市岩本町２９
６－２

一般競争入札 1,762,918 1,663,200 94.34%
　
　

新潟職業能力開発促進センタートイレ改修工事等
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　平成28年1月16日～平成28年3月18日

新潟職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟県長岡市住吉３－１－１

平成28年1月15日 ㈱池田組
代表取締役　池田　明彦
新潟県長岡市中島３－８－
５

一般競争入札 6,088,741 5,130,000 84.25%
　
　

北陸職業能力開発大学校体育館耐震改修工事
富山県魚津市川縁１２８９－１
工期　平成28年1月16日～平成28年3月22日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役支部長
木村　富男
富山県魚津市川縁１２８９－１

平成28年1月15日 山形建鐵㈱
代表取締役　山形　剛
富山県魚津市袋１０３－２

一般競争入札 22,636,800 19,872,000 87.79%
　
　

松本訓練センター金属加工实習場ボンベ庫改修工事
長野県松本市大字寿豊丘字１１９５
工期　平成28年1月28日～平成28年3月24日

松本訓練センター
契約担当役支部長
三好　弘晃
長野県松本市寿北７－１７－１

平成28年1月27日 （株）真陽建設
代表取締役　中島　良益
長野県塩尻市広丘吉田字八
幡原５４７－７

一般競争入札 1,332,720 1,328,400 99.68%
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三重職業能力開発促進センターＡ棟实習場等改修工
事設計監理業務
三重県四日市市西日野町４６９１
設計期間　平成28年1月28日～平成28年10月14日

三重職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
遠藤　達哉
三重県四日市市西日野町４６９１

平成28年1月28日 藤川設計（株）
代表取締役　藤川　啓志
津市港町１９番１２号

一般競争入札 - 1,598,400 -
　
　

本館前舗装等改修その他工事
和歌山県和歌山市園部１２７６
工期　平成28年1月26日～平成28年3月25日

和歌山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成28年1月25日 （株）山水組
代表取締役　藤川　清健
和歌山県和歌山市冬野１２
５１番地の１

一般競争入札 7,096,680 6,966,000 98.16%
　
　

国屋職員宿舎取壊し工事
島根県松江市国屋町１７０－３
工期　平成28年1月8日～平成28年2月24日

島根支部
契約担当役支部長
福田　拓治
島根県松江市東朝日町２６７

平成28年1月7日 株式会社内田工務店
代表取締役　内田　寛
島根県松江市学園一丁目９
－１０

一般競争入札 2,840,400 2,089,800 73.57%
　
　

島根職業能力開発促進センター第２实習棟教室換気
設備更新その他工事
島根県松江市東朝日町小浜２６７
工期　平成28年1月15日～平成28年3月18日

島根職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
福田　拓治
島根県松江市東朝日町２６７

平成28年1月14日 山陰冷暖株式会社
代表取締役　佐々木清文
島根県出雲市今市町８４０
番地３

一般競争入札 2,693,520 2,646,000 98.24%
　
　

高取職員宿舎解体・取壊し工事
広島県広島市安佐南区高取南１丁目１７－１１
工期　平成28年1月22日～平成28年3月25日

広島支部
契約担当役支部長
西山　祐次
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成28年1月21日 （株）滝本工務店
代表取締役　滝本　治
広島市中区吉島新町２－３
３－４

一般競争入札 4,286,520 2,268,000 52.91%
　
　

溶接实習場耐震改修工事設計監理業務
愛媛県松山市西垣生町２１８４
設計期間　平成28年1月14日～平成29年3月31日

愛媛職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
阿部　貴彦
愛媛県松山市西垣生町２１８４

平成28年1月14日 （株）根津設計
代表取締役　仁賀　由憲
愛媛県松山市竹原２－１３
－２４

一般競争入札 - 2,160,000 -
　
　

高知支部多目的实習棟耐震改修工事
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
工期　平成28年1月27日～平成28年3月26日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成28年1月27日 （株）勝賀瀬建設
代表取締役　勝賀瀬　進
高知市朝倉甲１３７－１８

一般競争入札 4,334,040 2,808,000 64.79%
　
　

高知支部情報棟２階女子トイレ・パウダールーム新
設改修工事
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
工期　平成28年1月29日～平成28年3月15日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成28年1月29日 （有）山善工務店
代表取締役　岡崎　薫
高知市円行寺１７６９番地
７

一般競争入札 7,787,451 6,307,200 80.99%
　
　

住宅サービス２实習場（ビル設備サービス科实習
場）改修工事
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成28年1月26日～平成28年3月25日

宮崎職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
中牟田　誠
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

平成28年1月26日 （株）みやえい
代表取締役　甲斐　孝則
宮崎市大字島之内９７２８
－７

一般競争入札 6,960,499 6,801,840 97.72%
　
　

川内職業能力開発短期大学校視聴覚棟耐震改修その
他工事
鹿児島県川内市高城町２５２６
工期　平成28年1月22日～平成28年3月25日

川内職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６

平成28年1月21日 太陽建設（株）
代表取締役　野元　善文
薩摩川内市上川内町３３０
７－１

一般競争入札 13,381,200 11,124,000 83.13%
　
　

沖縄職業能力開発大学校Ｃ・Ｄ・Ｅ棟・学生寮受変
電設備及びＤ棟照明設備改修工事
沖縄県沖縄市字池原２９９４－２
工期　平成28年1月27日～平成28年3月18日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役支部長
原　裕之
沖縄県沖縄市池原２９９４－２

平成28年1月26日 マサ友電設株式会社
代表取締役　天願雅充
沖縄県うるま市字具志川２
５１３番地

一般競争入札 9,752,400 9,612,000 98.56%
　
　

高知支部ＭＥ棟实習室ＯＡ化間仕切設置及び本館非
常照明設備改修工事設計監理業務
高知県高知市桞橋通４丁目８０－１
設計期間　平成27年10月2日～平成27年11月16日

高知職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
吉野　祐一
高知県高知市桞橋通４－１５－６８

平成27年10月1日
㈱エムエイ設計事務
所

代表取締役　信清　和呂
高知県高知市北川添１２番
９号

一般競争入札 - 1,188,000 -

北海道職業能力開発促進センター雑用水用加圧給水
装置更新工事
北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
工期　平成28年2月16日～平成28年3月25日

北海道職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
星野　富士男
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４－
１

平成28年2月16日 （株）東洋工業
代表取締役　内海　忠
北海道札幌市北区新川３条
４丁目５番１０号

一般競争入札 2,700,000 982,800 36.40%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

君津訓練センター实習場シャッター電動化工事
千葉県君津市坂田４２８
工期　平成28年2月13日～平成28年3月24日

君津訓練センター
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県君津市坂田４２８

平成28年2月12日 太勢建設㈱
代表取締役　遠藤　智朗
千葉県君津市南久保１－１
３－６

一般競争入札 8,683,200 8,316,000 95.77%
　
　

東海職業能力開発大学校危険物倉庫改修工事
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
工期　平成28年2月9日～平成28年3月24日

東海職業能力開発大学校
契約担当役支部長
松本　秀人
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成28年2月8日 ㈱河村綜建
代表取締役　河村　義明
岐阜県揖斐郡池田町田畑６
９９番地の３

一般競争入札 1,895,400 1,109,160 58.52%
　
　

静岡障害者職業センター職員宿舎及び浜松短期大学
校職員宿舎１４号、１５号取壊工事
静岡県浜松市南区三新町７１４－４、５、６
工期　平成28年2月6日～平成28年3月7日

静岡支部
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５

平成28年2月5日 ㈱西ヶ崎清水建設
代表取締役　清水　繁
静岡県浜松市東区西ヶ崎町
７３９

一般競争入札 4,904,392 3,996,000 81.48%
　
　

浜松職業能力開発短期大学校トイレ改修工事
静岡県浜松市南区法枝町６９３
工期　平成28年2月6日～平成28年3月31日

浜松職業能力開発短期大学校
契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成28年2月5日 （株）美化興業
代表取締役　久田　五海
静岡県浜松市中区幸１－１
２－１３

一般競争入札 14,377,951 14,021,640 97.52%
　
　

第２实習場及び第４实習場リーラコンセント改修工
事
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成28年2月15日～平成28年3月31日

滋賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成28年2月12日 （株）ケイテック
代表取締役　草野　吉方
滋賀県大津市晴嵐一丁目３
番１５号

一般競争入札 2,110,320 1,144,800 54.25%
　
　

第１实習場パソコン制御室外改修工事
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成28年2月15日～平成28年3月31日

滋賀職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成28年2月12日 （株）中村勇工務店
代表取締役　中村　智禄
滋賀県大津市相模町４番１
４号

一般競争入札 1,721,520 1,296,000 75.28%
　
　

障害者職業センター来実用駐車場舗装等その他改修
工事
和歌山県和歌山市太田１３０－３
工期　平成28年2月11日～平成28年3月28日

和歌山障害者職業センター
契約担当役支部長
渡邊　謹吾
和歌山県和歌山市太田１３０－３

平成28年2月10日 （株）重栄建設
代表取締役　山崎　安雄
和歌山県和歌山市太田５３
番地

一般競争入札 1,172,923 803,520 68.51%
　
　

職員宿舎（内尾１０号外２件）取壊し工事
岡山県岡山市南区内尾４０２－２６
工期　平成28年2月3日～平成28年3月30日

岡山支部
契約担当役支部長
成松　清水
岡山県岡山市北区田中５８０

平成28年2月2日 （株）タケイ
代表取締役　竹井　寿
岡山県岡山市南区米倉１２
３－７

一般競争入札 9,090,515 5,940,000 65.34%
　
　

岡山職業能力開発促進センター本館外壁タイル改修
工事設計監理業務
岡山県岡山市北区田中５８０
設計期間　平成28年2月10日～平成28年3月31日

岡山職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
成松　清水
岡山県岡山市北区田中５８０

平成28年2月9日
（株）宮﨑建築設計
事務所

代表取締役　宮﨑勝秀
岡山県岡山市北区今２丁目
６－２３－１

一般競争入札 - 2,527,200 -
　
　

訓練生ホール及び２号棟女子更衣室空調設備機器更
新等工事
香川県高松市花の宮町２－４－３
工期　平成28年2月5日～平成28年3月18日

香川職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
原野　英治
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

平成28年2月5日
（株）日立ビルシス
テム四国支社

支社長　田中　章夫
高松市寿町一丁目３番２号

一般競争入札 4,158,000 1,544,400 37.14%
　
　

大分職業能力開発促進センター教室棟等改修工事
大分県大分市大字皆春１４８３－１，１４９７－１
工期　平成28年2月16日～平成28年3月30日

大分職業能力開発促進センター
契約担当役支部長
尾中　宏明
大分県大分市皆春１４８３－１

平成28年2月15日 株式会社三信工業
代表取締役　桑原　和博
大分市新貝１２番１号

一般競争入札 6,337,051 5,994,000 94.59%
　
　

高度ポリテクセンター敷地の一部処分に係る更地化
等工事設計監理業務
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
設計期間　平成28年1月20日～平成28年3月31日

高度訓練センター
契約担当役支部長
原　寛志
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年1月19日 （株）炬設計事務所

代表取締役　上島　進
東京都新宿区愛住町１８番
６の１１メゾンブランシュ
２０２号

一般競争入札 - 3,132,000 -
　
　

福井職業能力開発促進センター敷地の一部処分
に係る更地化工事１式
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成28年3月4日～平成28年3月28日

契約担当役支部長
池田　敦
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年3月4日 北信建設（株）
代表取締役　伊林　悟志
福井県越前市村国２丁目
１番１１号

一般競争入札 5,191,931 4,320,000 83.21%
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福井職業能力開発促進センター本館空調設備改
修工事１式
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成28年3月11日～平成28年3月29日

契約担当役支部長
池田　敦
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年3月11日
テラオライテック
（株）

代表取締役　寺尾　忍
福井県越前市本保町８－
５－１

一般競争入札 3,622,190 1,728,000 47.71%
　
　


