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松戸職員宿舎給排水設備等その他改修工事設計
監理業務
松戸市日暮７丁目１１１
設計期間　平成25年5月11日～平成25年8月9日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月10日
（有）大雅建築コン
サルタント

代表取締役　百瀬　一夫
新宿区百人町１－１３－
２７－２０１

一般競争入札 － 2,005,500 －

雇用促進住宅西夢前宿舎全棟取壊し工事設計監
理業務
姫路市西夢前台１－２３
設計期間　平成25年5月11日～平成25年7月31日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月10日
建築工房ヴェネック
ス

代表　中尾　康彦
養父市大屋町大屋市場４

一般競争入札 － 2,520,000 －

福井障害者職業センター空調設備改修工事設計
監理業務
福井市光陽２－３－３２
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月23日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日
（株）木村建築事務
所

代表取締役　木村　憲一
福井市大手２－２０－１
５

一般競争入札 － 1,218,000 －

東北職業能力開発大学校空調設備整備・更新工
事設計監理業務
栗原市築館字萩沢土橋２６
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日
（有）みやび建築工
房

代表取締役　齋藤　雅孝
名取市ゆりが丘５－１６
－１

一般競争入札 － 2,310,000 －

秋田職業能力開発短期大学校空調設備整備・更
新工事設計監理業務
大館市扇田道下６－１
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日
（株）恒谷汲川建築
設計事務所

代表取締役　信濃屋　豊
久
大館市字桜町７

一般競争入札 － 1,449,000 －

千葉職業能力開発短期大学校成田校空調設備整
備・更新工事設計監理業務
成田市並木町２２１－２０
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日 （株）環境設備計画

代表取締役　梶原　等
千葉市中央区新田町１２
－１トーシン千葉ビル２
階

一般競争入札 － 2,751,000 －

新潟職業能力開発短期大学校空調設備整備・更
新工事設計監理業務
新発田市新富町１－７－２１
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日 （株）タキザワ設計
代表取締役　滝沢　誠
新潟市中央区笹口３－７
－１１

一般競争入札 － 2,268,000 －

北陸職業能力開発大学校空調設備整備・更新工
事設計監理業務
魚津市川縁１２８９－１
設計期間　平成25年5月28日～平成25年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年5月27日
富山県建築設計監理
協同組合

理事長　藤井　均
富山市安住町７－１

一般競争入札 － 1,890,000 －

長崎職業訓練支援センター公共下水道接続工事
設計監理業務
諌早市小船越町１１１３
設計期間　平成25年6月8日～平成25年9月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月7日 （有）濱谷設計室
代表取締役　濱谷　雄二
長崎市中園町１５－７

一般競争入札 － 1,050,000 －

米子職業能力開発促進センター給排水設備整
備・更新工事設計監理業務
米子市古豊千５２０
設計期間　平成25年6月8日～平成25年9月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月7日 （株）桑本総合設計
代表取締役　浦川　英敏
米子市皆生６－１－２５

一般競争入札 － 4,410,000 －

佐世保職業能力開発促進センター排水設備整
備・更新工事設計監理業務
佐世保市指方町６６８
設計期間　平成25年6月8日～平成25年9月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月7日 （有）濱谷設計室
代表取締役　濱谷　雄二
長崎市中園町１５－７

一般競争入札 － 840,000 －

群馬職業訓練支援センター屋根等改修工事設計
監理業務
高崎市山名町９１８
設計期間　平成25年6月8日～平成25年9月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月7日
（株）丸進建築設計
事務所

代表取締役　水口　栄
前橋市西片貝町５－１５
－２２

一般競争入札 － 1,890,000 －
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岐阜職業訓練支援センター屋根等改修工事設計
監理業務
土岐市泉町定林寺字園戸９６３－２
設計期間　平成25年6月8日～平成25年9月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月7日
（株）山田建築事務
所

代表取締役　山田　克弘
岐阜市岩田西１－９６

一般競争入札 － 1,459,500 －

雇用促進住宅厨川宿舎道路拡幅による敷地譲渡
に伴う整備工事その2
盛岡市厨川４
工期　平成25年6月12日～平成25年7月23日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月11日 （株）上の島
代表取締役　熊谷　英典
盛岡市下太田下川原１３
６－１

一般競争入札 3,777,900 3,339,000 88.4%

雇用促進住宅永覚新町宿舎2号棟耐震改修工事
豊田市永覚新町３－１３
工期　平成25年6月14日～平成25年12月27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月13日 （株）大協建設
代表取締役　高柳　英成
名古屋市西区山木１－１
６５

一般競争入札 46,777,500 38,850,000 83.1%

三重職業訓練支援センター本館棟耐震改修及び
空調設備整備・更新工事設計監理業務
四日市市西日野町４６９１
設計期間　平成25年6月18日～平成25年9月20日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月17日
（株）山田建築事務
所

代表取締役　山田　克弘
岐阜市岩田西１－９６

一般競争入札 － 3,927,000 －

雇用促進住宅下九沢宿舎1～8号棟耐震改修工事
相模原市中央区下九沢１２１１－１
工期　平成25年6月18日～平成26年3月10日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月17日 （株）小野組
代表取締役社長　小野
敬語
文京区後楽１－１－１３

一般競争入札 249,690,000 244,650,000 98.0%

雇用促進住宅木戸宿舎6号棟耐震改修工事
河内長野市木戸西町３－１５
工期　平成25年6月18日～平成26年1月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月17日 旭営繕建設（株）
代表取締役　古林　保人
大阪市東淀川区菅原４－
７－２５

一般競争入札 34,692,000 29,400,000 84.7%

鹿児島職業訓練支援センター本館・第一研修棟
耐震改修工事設計監理業務
鹿児島市東郡元町１４－３
設計期間　平成25年6月22日～平成25年9月20日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年6月21日
ゲンプラン設計
（株）

代表取締役　増山　英樹
鹿児島市下荒田４－１６
－３

一般競争入札 － 1,564,500 －

雇用促進住宅篠原宿舎１～６号棟耐震改修工事
設計監理業務
浜松市西区篠原町１７２７６－２
設計期間　平成25年8月3日～平成25年12月20日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年8月2日
（株）エコア総合設
計

代表取締役　鈴木　一夫
袋井市山名町４ー１７

一般競争入札 － 4,567,500 －

雇用促進住宅湖西第二宿舎１、２号棟耐震改修
工事設計監理業務
湖西市吉美２９９１－１３
設計期間　平成25年8月3日～平成25年12月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年8月2日
（株）エコア総合設
計

代表取締役　鈴木　一夫
袋井市山名町４－１７

一般競争入札 － 1,942,500 －

雇用促進住宅道下宿舎３、４号棟耐震改修工事
設計監理業務
島田市本島田東町９１８４－５
設計期間　平成25年8月3日～平成25年12月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年8月2日
（株）エコア総合設
計

代表取締役　鈴木　一夫
袋井市山名町４ー１７

一般競争入札 － 2,257,500 －

熊本職業訓練支援センター実習場建替その他工
事設計業務
合志市大字須屋２５０５－３
設計期間　平成25年8月20日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
契約担当役理事　桑原　幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年8月19日 （株）サンユニオン

代表取締役　四ヶ所　秀
憲
福岡市中央区赤坂１－７
－２３

一般競争入札 － 8,820,000 －

雇用促進住宅西夢前宿舎全棟取壊し工事
姫路市西夢前台１－２３
工期　平成25年10月12日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月11日 池田建設（株）

代表取締役　池田　陽太
郎
丹波市氷上町成松４７９
－１

一般競争入札 76,650,000 47,040,000 61.4%
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青森職業能力開発短期大学校空調設備整備・更
新工事
五所川原市飯詰狐野１７１－２
工期　平成25年10月12日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月11日 （株）小枝設備工業
代表取締役　小枝　孝太
五所川原市みどり町８－
１３

一般競争入札 41,223,000 39,375,000 95.5%

秋田職業能力開発短期大学校空調設備整備・更
新工事
大館市扇田道下６－１
工期　平成25年10月17日～平成26年3月14日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月16日 （株）巽工業所
代表取締役社長　巽　純
一
大館市中道２－２－３５

一般競争入札 28,182,000 28,140,000 99.9%

雇用促進住宅茨木宿舎１，２号棟耐震改修工事
設計監理業務
茨木市西福井２－２９
設計期間　平成25年10月23日～平成26年2月21日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月22日
（株）ＫＵＳ建築設
計事務所

代表取締役　種　雄司
大阪市中央区博労町２－
３－１昭栄ビル４Ｆ

一般競争入札 － 4,035,600 －

雇用促進住宅矢田宿舎１～４号棟耐震改修工事
設計監理業務
大和郡山市矢田町４８４２
設計期間　平成25年10月23日～平成26年3月14日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月22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５－１
７－２１池田ビル７Ｆ

一般競争入札 － 2,761,200 －

東北職業能力開発大学校空調設備整備・更新機
械設備工事
栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成25年10月23日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月22日 （株）北陵建設
代表取締役　金野　清久
大崎市古川稲葉字大江向
１８７－１

一般競争入札 82,677,000 73,500,000 88.9%

東北職業能力開発大学校空調設備整備・更新電
気設備工事
栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成25年10月23日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月22日 （株）伊澤工業
代表取締役　伊澤　公一
仙台市太白区中田町字杉
ノ下１－２４

一般競争入札 15,834,000 13,440,000 84.9%

福井障害者職業センター空調設備改修工事
福井市光陽２－３－３２
工期　平成25年10月24日～平成26年3月26日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月23日 合同設備工業（株）
代表取締役　木村　丈展
福井市高木１－６０７

一般競争入札 15,456,000 12,967,500 83.9%

北陸職業能力開発大学校空調設備整備・更新工
事
魚津市川縁１２８９－１
工期　平成25年10月24日～平成26年3月14日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月23日 畠山工業（株）
代表取締役　畠山　明
魚津市吉島２－２－５

一般競争入札 23,331,000 19,950,000 85.5%

佐世保職業能力開発促進センター排水設備整
備・更新工事
佐世保市指方町６６８
工期　平成25年10月29日～平成26年3月21日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月28日 （株）渕上建設

代表取締役　淵上　多美
子
佐世保市母ヶ浦町２００
０－１６

一般競争入札 19,582,500 18,133,500 92.6%

千葉職業能力開発短期大学校成田校空調設備整
備・更新工事
成田市並木町２２１－２０
工期　平成25年10月30日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月29日 千葉東京冷機（株）
代表取締役　鈴木　清信
千葉市若葉区西都賀５－
８－２

一般競争入札 39,028,500 29,505,000 75.6%

新潟職業能力開発短期大学校空調設備整備・更
新工事
新発田市新富町１－７－２１
工期　平成25年11月1日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年10月31日 菱機工業（株）

新潟支店取締役支店長
小島　正巳
新潟市中央区笹口３－７
－１５

一般競争入札 118,545,000 103,530,000 87.3%

島根職業能力開発短期大学校受変電設備整備・
更新工事設計監理業務
江津市二宮町神为１９６４－７
設計期間　平成25年11月7日～平成25年12月13日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年11月6日
（株）中林建築設計
事務所

代表取締役　中林　敏昭
出雲市今市町北本町５－
４－３

一般競争入札 － 1,890,000 －
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岐阜職業訓練支援センター屋根等改修工事
土岐市泉町定林寺字園戸９６３－２
工期　平成25年11月7日～平成26年3月27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年11月6日 （株）宇佐美組
代表取締役　坂井　稔
大垣市浅草１－２８０

一般競争入札 99,067,500 81,480,000 82.2%

長崎職業訓練支援センター公共下水道接続工事
諌早市小船越町１１１３
工期　平成25年11月8日～平成26年3月27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年11月7日
ユーアイ設備工業
（株）

代表取締役　舟津　昭寿
諌早市城見町３４－１３

一般競争入札 19,551,000 16,170,000 82.7%

群馬職業訓練支援センター屋根等改修工事
高崎市山名町９１８
工期　平成25年11月9日～平成26年3月27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年11月8日 信澤工業（株）
代表取締役　信澤　卓
高崎市旭町１８

一般競争入札 68,166,000 49,245,000 72.2%

三重職業訓練支援センター空調設備整備・更新
工事
四日市市西日野町４６９１
工期　平成25年11月14日～平成26年3月27日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年11月13日
（株）日乃出エヤコ
ン

代表取締役　岩出　巧
松阪市猟師町字新浜沖３
４５ー５７

一般競争入札 30,901,500 24,570,000 79.5%

鹿児島障害者職業センター外部建具改修工事
鹿児島市鴨池２－３０－１０
工期　平成25年12月20日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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25年12月19日 協和建設（株）
代表取締役　中村　明人
鹿児島市武１－１５－２
４

一般競争入札 6,292,650 3,622,500 57.6%

高知職業訓練支援センター受変電設備整備・更
新工事
高知市桟橋通４－１５－６８
工期　平成26年1月16日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年1月15日 （有）ナイン
代表取締役　村上　哲士
高知市北秦泉寺７５８－
５

一般競争入札 9,103,500 7,119,000 78.2%

石川職業訓練支援センター受変電設備（動力盤
等）整備・更新工事
金沢市観音堂町へ１
工期　平成26年1月17日～平成26年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年1月16日 北陸電気設備（株）
代表取締役　菊田　三雄
羽咋市兵庫町午７－２３

一般競争入札 16,915,500 13,335,000 78.8%

雇用促進住宅歌神宿舎１号棟取壊し工事設計監
理業務
歌志内市歌神７８－６
設計期間　平成26年1月30日～平成26年4月25日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年1月29日
（株）田中建築設備
事務所

代表取締役　田中　昌己
札幌市中央区单１条西７
－２０－１

一般競争入札 － 1,620,000 －

雇用促進住宅かっこう台宿舎全棟取壊し工事設
計監理業務
虻田郡洞爺湖町高砂町１２８－５
設計期間　平成26年1月30日～平成26年4月25日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年1月29日
（株）かわしろ建築
設計事務所

代表取締役　川代　則安
函館市美原４－２７－４

一般競争入札 － 4,028,400 －

雇用促進住宅下諏訪宿舎全棟取壊し工事設計監
理業務
諏訪郡下諏訪町星ヶ丘７０４６－６５
設計期間　平成26年1月30日～平成26年4月25日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年1月29日 諏訪総合設計（株）
代表取締役　宮坂　正博
岡谷市大栄町１－１０－
１０

一般競争入札 － 3,088,800 －

雇用促進住宅道下宿舎３、４号棟耐震改修工事
島田市元島田東町９１８４－６
工期　平成26年2月6日～平成26年8月29日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年2月5日 大河原建設（株）
代表取締役社長　朝倉
純夫
島田市向島町４５３２

一般競争入札 65,329,200 61,560,000 94.2%

雇用促進住宅湖西第二宿舎１、２号棟耐震改修
工事
湖西市吉美２９９１－１３
工期　平成26年2月14日～平成26年8月15日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年2月13日
スヤマビルドサービ
ス（株）

取締役社長　高林　宏
浜松市西区西山町１８３
０－２

一般競争入札 21,319,200 16,578,000 77.8%
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福岡障害者職業センター空調設備等更新工事
福岡市中央区赤坂１－６－１９
工期　平成26年3月6日～平成26年6月13日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月5日
（株）クサノエンジ
ニアリングシステム

代表取締役社長　草野
浩志
福岡市博多区東那珂２－
２－１５

一般競争入札 14,601,600 11,340,000 77.7%

雇用促進住宅高尾宿舎全棟取壊し工事
津山市高尾１３４－１
工期　平成26年3月8日～平成26年9月5日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月7日 鷲田建設（株）
代表取締役　鷲田　三郎
津山市上河原２０５

一般競争入札 53,870,400 37,584,000 69.8%

雇用促進住宅篠原宿舎１～６号棟耐震改修建築
工事
浜松市西区篠原町１７２７６－２
工期　平成26年3月13日～平成26年11月19日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月12日 （株）イトー
代表取締役　伊藤　益男
磐田市玉越８０

一般競争入札 159,948,000 143,640,000 89.8%

雇用促進住宅篠原宿舎１～６号棟耐震改修電気
設備工事
浜松市西区篠原町１７２７６－２
工期　平成26年3月13日～平成26年11月19日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月12日
（株）坂田電気工業
所

代表取締役　坂田　茂
浜松市西区雄踏町字布見
５１７５－１

一般競争入札 21,632,400 20,736,000 95.9%

雇用促進住宅篠原宿舎１～６号棟耐震改修機械
設備工事
浜松市西区篠原町１７２７６－２
工期　平成26年3月13日～平成26年11月19日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月12日
スヤマビルドサービ
ス（株）

取締役社長　高林　宏
浜松市西区西山町１８３
０－２

一般競争入札 15,217,200 14,904,000 97.9%

宮城職業訓練支援センター（多賀城実習場）震
災復旧その他電気設備工事
多賀城市明月２－２－１
工期　平成26年3月18日～平成27年9月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月17日
（株）アペックス和
光

代表取締役社長　寺林
進
渋谷区千駄ヶ谷５丁目２
５番５号

一般競争入札 464,076,000 397,440,000 85.6%

宮城職業訓練支援センター（多賀城実習場）震
災復旧その他機械設備工事
多賀城市明月２－２－１
工期　平成26年3月18日～平成27年9月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月17日
日新設備（株）仙台
支店

取締役支店長　山家　吉
治
仙台市青葉区本町２－１
３－４

一般競争入札 328,428,000 302,400,000 92.1%

宮城職業訓練支援センター（多賀城実習場）震
災復旧その他昇降機設備工事
多賀城市明月２－２－１
工期　平成26年3月18日～平成27年9月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
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26年3月17日
エス・イー・シーエ
レベーター（株）東
北支社

支社長　坪内　聡
仙台市青葉区本町１－１
１－１仙台グリーンプレ
イス１２Ｆ

一般競争入札 84,002,400 63,720,000 75.9%

函館職業能力開発促進センター本館屋上防水工
事及び外構工事
工期　平成26年1月18日～平成26年3月28日

函館職業能力開発促進センター
契約担当役所長　星野　富士男
北海道函館市日吉町3-23-1

平成26年1月17日 （株）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 45,612,000 43,890,000 96.2%

旭川職業能力開発促進センター実習場シャッ
ター改修工事
工期　平成25年10月9日～平成26年1月17日

旭川職業能力開発促進センター
契約担当役所長　星野　富士男
北海道旭川市永山八条20-3-1

平成25年10月8日 （株）菅原組
代表取締役　菅原　康晴
旭川市１条通１０丁目１
５９番地

一般競争入札 10,726,390 7,875,000 73.4%

Ａ重油７Ｋタンク内部コーティング改修工事
工期　平成25年7月25日～平成25年10月11日

釧路職業能力開発促進センター
契約担当役所長　星野　富士男
北海道釧路市大楽毛单4-5-57

平成25年7月24日 太平洋設備（株）
代表取締役　小坂典行
釧路市春採５丁目
１６番１７号

一般競争入札 2,889,600 2,730,000 94.5%

釧路職業能力開発促進センター西車庫改修工事
工期　平成25年12月11日～平成26年3月14日

釧路職業能力開発促進センター
契約担当役所長　星野　富士男
北海道釧路市大楽毛单4-5-57

平成25年12月10日 中井工業（株）
代表取締役　中井　寛
釧路市新富町１０丁目２
１号

一般競争入札 8,515,500 8,137,500 95.6%
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北海道職業能力開発大学校新科新設に伴う施設
改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年9月6日～平成25年11月13日

北海道職業能力開発大学校
契約担当役校長　前田　康二
北海道小樽市銭函3-190

平成25年9月6日 日本都市設計（株）
代表取締役　武部　幸紀
札幌市中央区单９条西６
丁目１－３７

一般競争入札 － 1,890,000 －

アスファルト舗装及び雨水側溝更新工事
工期　平成25年9月13日～平成25年11月12日

青森職業訓練支援センター（青森職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　三好　弘晃
青森県青森市中央3-20-2

平成25年9月12日 青森ライナー（株）

代表取締役社長　岩谷
正之
青森市大字新城字山田１
９３番地３

一般競争入札 4,631,349 3,885,000 83.9%

自立サイン設置工事
工期　平成25年12月17日～平成26年2月18日

青森職業訓練支援センター（青森職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　三好　弘晃
青森県青森市中央3-20-2

平成25年12月16日 倉橋建設（株）
代表取締役　倉橋　純造
青森市勝田２－２－１７

一般競争入札 1,653,750 1,449,000 87.6%

職員宿舎（松原２号）取壊し工事
青森市松原２－５－１８
工期　平成25年12月20日～平成26年1月31日

青森職業訓練支援センター（青森職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　三好　弘晃
青森県青森市中央3-20-2

平成25年12月19日 （株）西田組

代表取締役社長　西田
文仁
青森市大字荒川字柴田１
０２－１

一般競争入札 1,582,350 997,500 63.0%

共通教室及び男子更衣室改修工事
工期　平成26年1月16日～平成26年3月14日

青森職業訓練支援センター（青森職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　三好　弘晃
青森県青森市中央3-20-2

平成26年1月15日 相互建設工業（株）
代表取締役　正木　耕平
青森市大字三内丸山６４
－３

一般競争入札 5,493,600 2,604,000 47.4%

青森職業能力開発短期大学校　空調設備更新そ
の他工事
工期　平成26年2月1日～平成26年3月28日

東北職業能力開発大学校附属青森職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　藤村　伸治
青森県五所川原市飯詰狐野171-2

平成26年1月31日 東弘電機（株）

代表取締役社長　須藤
朗孝
弘前市大字神田２丁目７
の５

一般競争入札 15,697,500 11,392,500 72.6%

７号館新科新設に伴う改修工事に係る設計監理
業務
設計期間　平成25年8月31日～平成25年10月31日

東北職業能力開発大学校
契約担当役校長　三浦　隆利
宮城県栗原市築館字萩沢土橋26

平成25年8月30日 ベルアート（株）
代表取締役　作間　正孝
名取市大手町６－１３－
７

一般競争入札 － 1,890,000 －

７号館新科新設に伴う改修工事
工期　平成25年12月19日～平成26年3月10日

東北職業能力開発大学校
契約担当役校長　三浦　隆利
宮城県栗原市築館字萩沢土橋26

平成25年12月18日
ＪＦＥコンフォーム
（株）

代表取締役社長　安永
多良
川崎市川崎区单渡田町１
番１号

一般競争入札 13,933,500 13,629,000 97.8%

秋田職業訓練支援センター４号棟床等改修その
他工事設計監理業務
設計期間　平成25年6月18日～平成25年8月19日

秋田職業訓練支援センター（秋田職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　面川　良嗣
秋田県潟上市天王字上北野4-143

平成25年6月17日 （株）松橋設計
代表取締役　松橋　孝則
秋田市山王中園町１０－
３３

一般競争入札 － 892,500 －

実習棟改修及びその他工事に係る設計監理業務
設計期間　平成26年2月8日～平成26年10月14日

東北職業能力開発大学校附属秋田職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　田野倉　悟
秋田県大館市扇田道下6-1

平成26年2月7日
（株）恒谷汲川建築
設計事務所

代表取締役　信濃屋　豊
久
大館市字桜町７番地

一般競争入札 － 1,890,000 －

建築ＣＡＤ・リフォーム計画科実習場移設工事
（いわき）
工期　平成25年9月18日～平成25年11月8日

いわき職業能力開発促進センター
契約担当役所長　杉谷　清人
福島県いわき市内郷綴町舟場1-1

平成25年9月17日 （株）不二代建設

代表取締役社長　白岩
不ニ男
いわき市内郷宮町代１５
４番地５

一般競争入札 7,700,759 7,665,000 99.5%

建築ＣＡＤ・リフォーム計画科実習場空調機取
替工事（いわき）
工期　平成26年1月31日～平成26年3月28日

いわき職業能力開発促進センター
契約担当役所長　杉谷　清人
福島県いわき市内郷綴町舟場1-1

平成26年1月30日 （株）不二代建設

代表取締役社長　白岩
不ニ男
いわき市内郷宮町代１５
４番地５

一般競争入札 1,386,000 1,365,000 98.5%
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茨城職業訓練支援センター敷地の一部返還に係
る駐車場等整備工事設計監理業務
設計期間　平成25年6月19日～平成26年3月31日

茨城職業訓練支援センター（茨城職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　高堂　幸裕
茨城県常総市水海道高野町591

平成25年6月18日 常陸測工（株）
代表取締役　清水　昶
水戸市白梅２丁目４番１
１号

一般競争入札 － 3,675,000 －

茨城職業訓練支援センター敷地の一部返還に係
る駐車場等整備工事
工期　平成25年11月2日～平成26年3月21日

茨城職業訓練支援センター（茨城職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　高堂　幸裕
茨城県常総市水海道高野町591

平成25年11月1日 （株）要建設
代表取締役　高野　賢
水戸市白梅１－２－３６

一般競争入札 88,924,500 87,465,000 98.4%

茨城職業訓練支援センター管理・実習棟研修室
改修等工事
工期　平成26年2月14日～平成26年3月28日

茨城職業訓練支援センター（茨城職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　高堂　幸裕
茨城県常総市水海道高野町591

平成26年2月13日 （株）彩光建設
代表取締役　高野　正志
草加市高砂２－２１－６
－１２０７

一般競争入札 4,418,400 4,294,500 97.2%

茨城職業訓練支援センター多目的会議室フリー
アクセスフロア及び実習棟通路ブラインド等設
置工事
工期　平成26年2月21日～平成26年3月28日

茨城職業訓練支援センター（茨城職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　高堂　幸裕
茨城県常総市水海道高野町591

平成26年2月20日 （株）九重

代表取締役　来栖　慎太
郎
つくば市上の室１９８５
－１

一般競争入札 8,304,450 5,040,000 60.7%

３号棟内部及び学生寮Ａ棟屋根改修工事設計監
理業務
設計期間　平成25年8月10日～平成25年10月21日

関東職業能力開発大学校
契約担当役校長　太田　正廣
栃木県小山市横倉三竹612-1

平成25年8月9日
（株）黒子設計事務
所

代表取締役社長　大掛
泰
宇都宮市上大曽町４１４
－５

一般競争入札 － 997,500 －

３号棟内部及び学生寮Ａ棟屋根改修工事
工期　平成25年12月13日～平成26年2月20日

関東職業能力開発大学校
契約担当役校長　太田　正廣
栃木県小山市横倉三竹612-1

平成25年12月12日 （株）小林工業
代表取締役社長　小林
英一郎
下野市石橋２５３

一般競争入札 11,602,306 7,140,000 61.5%

群馬職業訓練支援センター敷地一部返還に伴う
駐車場改修・新設その他工事設計監理業務
設計期間　平成25年8月20日～平成25年10月15日

群馬職業訓練支援センター（群馬職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　大木　政雄
群馬県高崎市山名町918

平成25年8月19日 （株）勝山工務所
代表取締役　小林　幹昌
前橋市上小出町二丁目３
９番地１２

一般競争入札 － 1,869,000 －

千葉職業訓練支援センター排煙オペレーター更
新その他工事
工期　平成25年12月25日～平成26年3月28日

千葉職業訓練支援センター（千葉職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　長田　雄三
千葉県千葉市稲毛区六方町274

平成25年12月24日 （株）アスク
代表取締役　中村　隆之
市原市根田１－１－９

一般競争入札 16,632,000 10,489,500 63.1%

千葉職業訓練支援センター空調設備更新その他
工事
工期　平成26年1月15日～平成26年3月28日

千葉職業訓練支援センター（千葉職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　長田　雄三
千葉県千葉市稲毛区六方町274

平成26年1月14日 （株）創設
代表取締役　八巻　正宜
千葉市稲毛区小中台２５
－１８

一般競争入札 6,825,000 6,380,850 93.5%

高度ポリテクセンター２２３室及び指導員準備
室空調機設置工事
工期　平成26年1月31日～平成26年3月20日

高度職業能力開発促進センター
契約担当役所長　坪内　茂樹
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成26年1月30日 （株）創設
代表取締役　八巻　正宜
千葉市稲毛区小中台町２
５－１８

一般競争入札 6,756,645 4,406,850 65.2%

成田校非常放送設備改修工事
工期　平成25年10月1日～平成25年12月6日

関東職業能力開発大学校附属千葉職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　中山　政徳
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

平成25年9月30日 大東防災（株）
代表取締役　森山　眞二
千葉市緑区誉田町１－３
２１－３６

一般競争入札 5,412,435 4,168,500 77.0%

千葉校本館出入り口自動ドア改修工事
工期　平成26年1月20日～平成26年3月3日

関東職業能力開発大学校附属千葉職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　中山　政徳
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

平成26年1月20日
ナブコシステム
（株）東関東支店

支店長　土樋輪　忍
千葉市中央区末広４－８
－４

一般競争入札 3,234,000 2,992,500 92.5%
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共用棟外改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年4月1日～平成25年9月30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25年4月1日 （株）炬設計事務所
代表取締役　上島　進
新宿区愛住町１８番６メ
ゾンブランシュ２０２号

一般競争入札 － 1,449,000 －

共用棟外改修工事
工期　平成25年7月18日～平成25年10月18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25年7月17日 村田建設（株）
代表取締役　村田旭
小平市小川町２丁目２０
０１番地

一般競争入札 25,651,500 25,095,000 97.8%

７号館廃液処理槽設置工事
工期　平成25年11月6日～平成26年2月12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25年11月5日 八重洲工業（株）

代表取締役　長谷川　福
夫
立川市柴崎町２－２５－
３

一般競争入札 2,532,124 2,520,000 99.5%

職業大相模原事務所インフラ整備に係る水道工
事
相模原市緑区橋本台４－１－１
工期　平成25年12月11日～平成26年5月10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25年12月10日 （株）小池設備
代表取締役　小池　重憲
相模原市单区西大沼１－
１８－２

一般競争入札 2,818,539 1,801,860 63.9%

第５実習場内一部解体工事
工期　平成26年1月23日～平成26年3月20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26年1月22日 村田建設（株）
代表取締役　村田　旭
小平市小川町２－２００
１

一般競争入札 1,680,000 1,470,000 87.5%

展示品ショーケース設置工事
工期　平成26年2月5日～平成26年3月25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26年2月4日 （株）装美建工
代表取締役　内堀文明
新宿区四谷１－７装美ビ
ル

一般競争入札 2,268,000 1,984,500 87.5%

神奈川職業訓練支援センター空調設備等更新工
事
工期　平成25年12月27日～平成26年3月28日

神奈川職業訓練支援センター（関東職
業能力開発促進センター）
契約担当役所長　木谷　宜昭
神奈川県横浜市旭区单希望が丘78

平成25年12月27日
新生ビルテクノ
（株）

代表取締役社長　荒川
洋
台東区台東一丁目２７番
１号

一般競争入札 14,273,429 6,510,000 45.6%

神奈川職業訓練支援センター本館トイレ改修工
事
工期　平成26年2月3日～平成26年3月28日

神奈川職業訓練支援センター（関東職
業能力開発促進センター）
契約担当役所長　木谷　宜昭
神奈川県横浜市旭区单希望が丘78

平成26年1月31日 （株）相模設備工業
代表取締役　加藤　忠宏
横浜市中区山下町１８８

一般競争入札 3,528,000 3,165,750 89.7%

Ｂ棟外３棟改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年9月20日～平成25年11月15日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役校長　池野　進
富山県魚津市川縁1289-1

平成25年9月19日 大杉建築設計事務所
所長　松平　輝之
魚津市吉島２丁目７０１-
３

一般競争入札 － 1,260,000 －

川縁職員宿舎取り壊し工事
魚津市川縁１３５５
工期　平成26年2月5日～平成26年3月7日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役校長　池野　進
富山県魚津市川縁1289-1

平成26年2月4日 （株）関口組
代表取締役　関口　鉄雄
魚津市港町７番８号

一般競争入札 4,341,687 3,780,000 87.1%

Ｂ棟外３棟改修工事（建築工事）
工期　平成26年2月5日～平成26年3月28日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役校長　池野　進
富山県魚津市川縁1289-1

平成26年2月4日 千田建設（株）
代表取締役　千田　智子
魚津市大光寺町２５１１

一般競争入札 25,129,030 24,675,000 98.2%

Ｂ棟外３棟改修工事（電気・機械設備工事）
工期　平成26年2月5日～平成26年3月28日

北陸職業能力開発大学校
契約担当役校長　池野　進
富山県魚津市川縁1289-1

平成26年2月4日 （株）シンコー設備

代表取締役　吉田　香太
郎
滑川市四屋新１０５０－
２

一般競争入札 23,842,906 23,100,000 96.9%
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石川職業能力開発短期大学校学生寮外屋根外壁
等改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年11月15日～平成25年12月13
日

北陸職業能力開発大学校附属石川職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　小竹　康生
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘いの45-1

平成25年11月14日 Ｋ建築綜合研究所
所長　小林　正澄
金沢市昭和町８番７号

一般競争入札 － 2,100,000 －

石川職業能力開発短期大学校学生寮外屋根外壁
等改修工事
工期　平成26年1月23日～平成26年3月14日

北陸職業能力開発大学校附属石川職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　小竹　康生
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘いの45-1

平成26年1月22日 宮下建設（株）
代表取締役　越渡　伸廣
輪島市門前町走出３の５
０番地

一般競争入札 39,207,587 36,540,000 93.2%

実習棟Ｃ棟２階溶接集塵ダクト改修その他工事
工期　平成25年7月2日～平成25年8月9日

福井職業訓練支援センター（福井職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　若松　道博
福井県越前市行松町25－10

平成25年7月1日
テラオライテック
（株）

代表取締役　寺尾　忍
越前市本保町８－５－１

一般競争入札 1,669,728 903,000 54.1%

構内舗装改修工事
工期　平成25年9月18日～平成25年12月13日

福井職業訓練支援センター（福井職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　若松　道博
福井県越前市行松町25－10

平成25年9月17日 （株）佐々木土建

代表取締役　佐々木　義
和
鯖江市熊田町１６号６７
番地の１

一般競争入札 8,002,050 4,935,000 61.7%

施設名称看板設置工事　一式
工期　平成25年8月6日～平成25年11月29日

山梨職業訓練支援センター（山梨職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　小湊　正巳
山梨県甲府市中小河原町403-1

平成25年8月5日 （株）山市成工
代表取締役　遠藤　順彦
甲府市美咲１ー１４ー８

一般競争入札 2,164,125 2,100,000 97.0%

第９実習場外壁改修外工事　一式
工期　平成25年8月20日～平成25年11月29日

山梨職業訓練支援センター（山梨職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　小湊　正巳
山梨県甲府市中小河原町403-1

平成25年8月19日 （株）興龍社
代表取締役　名取　武茂
甲府市富竹１－１０ー３
１

一般競争入札 3,994,446 3,990,000 99.9%

総合実習場他改修その他工事及び測定室取壊し
工事
工期　平成25年10月17日～平成26年2月12日

松本職業能力開発促進センター
契約担当役所長　本田　篤
長野県松本市寿北7-17-1

平成25年10月16日 清水口建設（株）

代表取締役社長　伊藤浩
一
松本市大字和田４７０５
番地３

一般競争入札 6,967,800 6,615,000 94.9%

本館事務室非常放送設備及び自動火災報知設備
等更新工事
工期　平成25年10月17日～平成26年1月20日

松本職業能力開発促進センター
契約担当役所長　本田　篤
長野県松本市寿北7-17-1

平成25年10月16日 星野総合商事（株）
代表取締役　星野義夫
前橋市日吉町４丁目３２
番地２５

一般競争入札 3,307,500 2,625,000 79.4%

東海職業能力開発大学校新科立上げに係る施設
改修及び２号館屋根等改修工事設計・監理業務
設計期間　平成25年8月26日～平成25年10月9日

東海職業能力開発大学校
契約担当役校長　大澤　靖治
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

平成25年8月23日 大建設計（株）
代表取締役　鈴木　栄嗣
岐阜市佐久間町２０番地

一般競争入札 － 2,919,000 －

東海職業能力開発大学校新科立上げに係る施設
改修及び２号館屋根等改修機械設備工事
工期　平成25年11月22日～平成26年3月31日

東海職業能力開発大学校
契約担当役校長　大澤　靖治
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

平成25年11月21日 久富電設（株）
代表取締役　久富　幸司
大垣市加賀野３－５３３

一般競争入札 13,923,000 13,408,500 96.3%

東海職業能力開発大学校新科立上げに係る施設
改修及び２号館屋根等改修電気設備工事
工期　平成25年11月26日～平成26年3月31日

東海職業能力開発大学校
契約担当役校長　大澤　靖治
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

平成25年11月25日 末永電気（株）
代表取締役　末永　英司
揖斐郡揖斐川町極楽寺字
松原１１６－３

一般競争入札 13,681,500 11,413,500 83.4%

浜松職業能力開発短期大学校学生寮外外壁等改
修工事設計監理業務
設計期間　平成25年7月23日～平成25年10月4日

東海職業能力開発大学校附属浜松職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　長瀬　安信
静岡県浜松市单区法枝町693

平成25年7月22日
（株）スギ建築事務
所

代表取締役　伊藤　典男
静岡市駿河区中島１５３
－２

一般競争入札 － 976,500 －
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愛知職業訓練支援センターエントランス部床面
タイル更新等工事設計監理業務
設計期間　平成25年7月24日～平成25年9月24日

愛知職業訓練支援センター（中部職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　山口　紀博
愛知県小牧市下末1636-2

平成25年7月23日 （株）山本建築設計
代表取締役　山本　典男
小牧市大字東田中２４７
６－１

一般競争入札 － 924,000 －

三重職業訓練支援センター本館正面来客用駐車
場復旧工事
工期　平成25年8月5日～平成25年9月25日

三重職業訓練支援センター（三重職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　八黄地　宏
三重県四日市市西日野町4691

平成25年8月5日 北三重技研（株）
代表取締役　小林　寛也
四日市市八王子町２３８
０－３

一般競争入札 2,228,649 2,205,000 98.9%

单伊勢職業能力開発促進センター敷地一部処分
に係る基盤整備工事
工期　平成25年11月19日～平成26年3月3日

单伊勢職業能力開発促進センター
契約担当役所長　八黄地　宏
三重県伊勢市小俣町明野685

平成25年11月18日 （株）山口工務店
代表取締役　山口　毅
伊勢市浦口２－９－２５

一般競争入札 29,537,716 25,725,000 87.1%

敷地の一部返還に伴うフェンス新設等工事設計
監理業務
設計期間　平成25年8月2日～平成25年10月1日

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　室伏　誠
滋賀県近江八幡市古川町1414

平成25年8月1日
（株）水原建築設計
事務所

代表取締役社長　水原
脩
彦根市長曽根单町４４３

一般競争入札 － 693,000 －

安土職員宿舎屋根等改修工事設計監理業務
近江八幡市安土町西老蘇市ノ橋２３０
設計期間　平成25年8月2日～平成25年10月1日

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　室伏　誠
滋賀県近江八幡市古川町1414

平成25年8月1日
（株）水原建築設計
事務所

代表取締役社長　水原
脩
彦根市長曽根单町４４３

一般競争入札 － 819,000 －

安土職員宿舎屋根等改修工事
工期　平成25年11月23日～平成26年2月21日

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　室伏　誠
滋賀県近江八幡市古川町1414

平成25年11月22日 （株）藤田工務店
代表取締役　藤田　富士
男
彦根市正法寺町７７－１

一般競争入札 18,208,218 18,060,000 99.2%

敷地の一部返還に伴うフェンス新設等工事
工期　平成25年11月23日～平成26年3月21日

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　室伏　誠
滋賀県近江八幡市古川町1414

平成25年11月22日 （株）藤田工務店
代表取締役　藤田　富士
男
彦根市正法寺町７７－１

一般競争入札 13,849,385 11,025,000 79.6%

滋賀職業能力開発短期大学校実験棟及び本館棟
改修工事設計監理
設計期間　平成26年1月10日～平成26年3月28日

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　室伏　誠
滋賀県近江八幡市古川町1414

平成26年1月9日
（株）水原建築設計
事務所

代表取締役社長　水原
脩
彦根市長曽根单町４４３
番地

一般競争入札 － 1,879,740 －

旧入浴実習実習室改修工事並びにＢ棟～Ｃ棟間
及び西側舗装部改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年8月29日～平成25年10月31日

京都職業訓練支援センター（京都職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　酒井　倫生
京都府長岡京市友岡1-2-1

平成25年8月28日
（株）壇建築計画事
務所

代表取締役　北野健太郎
岸和田市西ノ内町２７番
５号

一般競争入札 － 2,100,000 －

Ａ棟Ａ２０３研修室空調機更新工事
工期　平成25年9月27日～平成25年11月8日

京都職業訓練支援センター（京都職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　酒井　倫生
京都府長岡京市友岡1-2-1

平成25年9月26日 （株）ナカガワ
代表取締役　中川尚彦
京都市下京区西七条北東
野町９５

一般競争入札 1,308,090 1,152,900 88.1%

旧入浴実習室改修工事並びにＢ棟～Ｃ棟間西側
舗装部改修工事
工期　平成26年2月6日～平成26年5月30日

京都職業訓練支援センター（京都職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　酒井　倫生
京都府長岡京市友岡1-2-1

平成26年2月5日 （株）辻工務店
代表取締役　辻　正志
長岡京市井ノ内広海道１
６番地１

一般競争入札 24,991,200 24,829,200 99.4%

Ａ棟トイレ改修工事
工期　平成26年2月22日～平成26年3月24日

京都職業訓練支援センター（京都職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　酒井　倫生
京都府長岡京市友岡1-2-1

平成26年2月21日 （株）辻工務店
代表取締役　辻　正志
長岡京市井ノ内広海道１
６番地１

一般競争入札 1,325,216 1,039,500 78.4%
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空調設備更新工事設計監理業務
設計期間　平成25年7月11日～平成25年9月24日

近畿職業能力開発大学校附属京都職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　白川　幸太郎
京都府舞鶴市上安1922

平成25年7月10日
建築工房ヴェネック
ス

代表　中尾　康彦
養父市大屋町大屋市場４
番地

一般競争入札 － 1,890,000 －

２、５、６号館手摺設置工事
工期　平成25年11月6日～平成26年2月27日

近畿職業能力開発大学校附属京都職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　白川　幸太郎
京都府舞鶴市上安1922

平成25年11月5日 田中工務店
代表取締役　田中　丈介
舞鶴市字倉谷１０１６番
地

一般競争入札 9,891,350 4,935,000 49.9%

６号館非常階段塗装工事
工期　平成25年11月6日～平成26年2月27日

近畿職業能力開発大学校附属京都職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　白川　幸太郎
京都府舞鶴市上安1922

平成25年11月5日 西工舎
代表取締役　丸岡　登
舞鶴市字公文名４５０番
地の１

一般競争入札 2,636,870 1,680,000 63.7%

空調設備更新工事
工期　平成25年11月20日～平成26年3月14日

近畿職業能力開発大学校附属京都職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　白川　幸太郎
京都府舞鶴市上安1922

平成25年11月19日 舟和
代表取締役　谷口　洋史
舞鶴市字宮津口５１番地

一般競争入札 38,955,000 23,520,000 60.4%

Ｄ棟２階講師室外照明設備改修工事
工期　平成26年2月1日～平成26年3月31日

大阪職業訓練支援センター（関西職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　湯浅　幸敏
大阪府摂津市三島1-2-1

平成26年1月31日 小川電機工事（株）
代表取締役　小川　善昭
交野市星田北５丁目２１
番５号

一般競争入札 4,218,359 2,163,000 51.3%

新科新設に伴う実習棟改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年9月12日～平成25年10月18日

近畿職業能力開発大学校
契約担当役校長　牧野　俊郎
大阪府岸和田市稲葉町1778

平成25年9月11日
（株）壇建築計画事
務所

代表取締役　北野健太郎
岸和田市西之内町２７－
５

一般競争入札 － 2,467,500 －

新科新設に伴う実習棟改修工事
工期　平成25年12月26日～平成26年3月28日

近畿職業能力開発大学校
契約担当役校長　牧野　俊郎
大阪府岸和田市稲葉町1778

平成25年12月25日 （株）木谷工務店
代表取締役　木谷達也
河内長野市三日市町１３
７

一般競争入札 77,744,100 73,185,000 94.1%

第１実習棟３階天井断熱工事
工期　平成25年5月30日～平成25年9月30日

兵庫職業訓練支援センター（兵庫職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　奥田　康
兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50

平成25年5月29日 中一建設（株）
代表取締役　中川勝
姫路市夢前町寺１１２

一般競争入札 2,304,316 1,050,000 45.6%

溶接第２実習場床改修工事
工期　平成25年7月26日～平成26年1月31日

兵庫職業訓練支援センター（兵庫職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　奥田　康
兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50

平成25年7月25日 山本工務店（株）
代表取締役　山本益也
尼崎市西昆陽２－２６－
２７

一般競争入札 9,531,162 6,195,000 65.0%

屋外トイレ改修工事
工期　平成25年8月10日～平成25年12月27日

兵庫職業訓練支援センター（兵庫職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　奥田　康
兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50

平成25年8月9日 旭建設（株）
代表取締役　高橋健一郎
尼崎市西桜本町１４

一般競争入札 6,053,166 5,775,000 95.4%

大教室改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年10月12日～平成25年12月10
日

加古川職業能力開発促進センター
契約担当役所長　奥田　康
兵庫県加古川市東神吉町升田1688-1

平成25年10月11日
カスタム一級建築士
事務所

　平田義典
加古川市加古川町溝之口
３４３－７

一般競争入札 － 1,039,500 －

加古川職業能力開発促進センター大教室改修工
事
工期　平成25年12月28日～平成26年3月31日

加古川職業能力開発促進センター
契約担当役所長　奥田　康
兵庫県加古川市東神吉町升田1688-1

平成25年12月27日 永谷建設（株）
代表取締役　永谷誠彦
姫路市豊富町豊富２９８
４－７

一般競争入札 20,837,250 14,437,500 69.3%
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多目的ﾎｰﾙ屋根、外壁等改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年9月21日～平成25年10月30日

鳥取職業訓練支援センター（鳥取職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　中村　和彦
鳥取県鳥取市若葉台单7-1-11

平成25年9月20日 （有）尾崎設計
代表取締役　尾崎知典
鳥取市湖山町西3丁目１３
２－５１

一般競争入札 － 1,365,000 －

機械共通住宅工芸系実習棟外改修工事
工期　平成25年11月18日～平成25年12月26日

鳥取職業訓練支援センター（鳥取職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　中村　和彦
鳥取県鳥取市若葉台单7-1-11

平成25年11月18日 （有）トータル住建
代表取締役　竹内　誠治
鳥取市布勢７０番地１０

一般競争入札 5,193,300 3,570,000 68.7%

多目的ホール屋根、外壁等改修工事
工期　平成25年12月17日～平成26年2月28日

鳥取職業訓練支援センター（鳥取職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　中村　和彦
鳥取県鳥取市若葉台单7-1-11

平成25年12月16日 新興建設（株）
代表取締役　池成　吉美
鳥取市千代水１丁目１－
１

一般競争入札 19,923,750 17,220,000 86.4%

第１１実習場２階教室空調機器更新工事
工期　平成25年10月11日～平成25年12月10日

米子職業能力開発促進センター
契約担当役所長　中村　和彦
鳥取県米子市古豊千520

平成25年10月11日 （株）松東電機
代表取締役　松下汎克
米子市二本木１００９番
地７

一般競争入札 1,071,000 829,500 77.5%

島根職業訓練支援センター第２実習棟建築ＣＡ
Ｄ室空調設備更新その他改修工事
工期　平成25年10月29日～平成25年12月27日

島根職業訓練支援センター（島根職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　尾中　宏明
島根県松江市東朝日町267

平成25年10月28日 山陰温調工業（株）
代表取締役　石倉　一男
松江市矢田町２５０－１
０５

一般競争入札 6,657,000 6,615,000 99.4%

構内斜面独立看板設置工事
工期　平成26年2月4日～平成26年3月11日

中国職業能力開発大学校附属島根職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　小岩屋　正文
島根県江津市二宮町神为1964-7

平成26年2月3日 共立商事（株）
代表取締役　登尾　一昭
浜田市下府町３８８－２
５

一般競争入札 1,570,559 1,522,500 96.9%

金属実習場外屋根等改修工事
工期　平成25年9月13日～平成25年11月29日

岡山職業訓練支援センター（岡山職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　板野　隆文
岡山県岡山市北区田中580

平成25年9月12日 （株）タケイ

代表取締役　竹井　寿太
郎
岡山市单区米倉１２３－
７

一般競争入札 2,213,400 1,785,000 80.6%

中国職業能力開発大学校本館外空調設備更新工
事設計監理業務
設計期間　平成25年8月27日～平成25年9月30日

中国職業能力開発大学校
契約担当役校長　宇野　義幸
岡山県倉敷市玉島長尾1242-1

平成25年8月26日
（株）宮崎建築設計
事務所

代表取締役　宮崎 勝秀
岡山市北区今２－６－２
３－１

一般競争入札 － 1,974,000 －

中国職業能力開発大学校本館外空調設備更新工
事
工期　平成25年12月17日～平成26年2月28日

中国職業能力開発大学校
契約担当役校長　宇野　義幸
岡山県倉敷市玉島長尾1242-1

平成25年12月16日 建水工業（株）
代表取締役　江田 忍
岡山市单区千鳥町２６－
１４

一般競争入札 31,643,115 17,220,000 54.4%

中国職業能力開発大学校１号棟実習教室壁撤去
外改修工事
工期　平成25年12月24日～平成26年2月28日

中国職業能力開発大学校
契約担当役校長　宇野　義幸
岡山県倉敷市玉島長尾1242-1

平成25年12月20日 松野建設（株）
代表取締役　松野 隆造
岡山市中区西川原１－１
１－６－１

一般競争入札 9,145,500 9,103,500 99.5%

広島職業訓練支援センター研修棟屋上安全柵等
設置工事
工期　平成25年5月24日～平成25年6月28日

広島職業訓練支援センター（広島職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　黒川　穣
広島県広島市中区光单5-2-65

平成25年5月23日 進藤建設（株）
代表取締役　進藤　俊也
広島市安佐单区西原７－
６－６

一般競争入札 1,291,500 1,113,000 86.2%

広島職業訓練支援センター別館等改修工事
工期　平成25年6月28日～平成25年8月23日

広島職業訓練支援センター（広島職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　黒川　穣
広島県広島市中区光单5-2-65

平成25年6月28日
（有）金本建築事務
所

代表取締役　金本　隆乘
広島市安佐北区可部单２
－３－３３－１

一般競争入札 9,975,000 7,129,500 71.5%
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福山職業能力開発短期大学校機械系実習場等屋
根改修工事
工期　平成25年9月21日～平成25年12月20日

中国職業能力開発大学校附属福山職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　久富　慶吾
広島県福山市北本庄4-8-48

平成25年9月20日 大創アシスト（株）
代表取締役　正木　博
福山市春日町６－３０－
１９

一般競争入札 6,538,500 5,658,450 86.5%

香川職業訓練支援センター本館及び４号棟防水
改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年7月27日～平成25年9月20日

香川職業訓練支援センター（香川職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　小畑　寛
香川県高松市花ノ宮町2-4-3

平成25年7月26日
（株）黒木建築設計
事務所

代表取締役　黒木　徳明
高松市塩上町３丁目３番
３号

一般競争入札 － 777,000 －

四国職業能力開発大学校本館外壁外改修工事設
計監理業務
設計期間　平成25年7月10日～平成25年10月25日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成25年7月9日 スミ建築事務所
所長　隅　凖三
丸亀市菜中府町１丁目５
番５３号

一般競争入札 － 1,701,000 －

新科新設に伴う応用棟１階・４階及び共同実験
棟２階改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年8月30日～平成25年10月15日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成25年8月29日 スミ建築事務所
所長　隅　凖三
丸亀市菜中府町１丁目５
番５３号

一般競争入札 － 2,730,000 －

四国職業能力開発大学校本館外壁外改修工事
工期　平成25年10月26日～平成26年3月14日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成25年10月25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 26,320,350 25,200,000 95.7%

新科新設に伴う応用棟１階・４階及び共同実験
棟２階改修工事（建築工事）
工期　平成25年12月6日～平成26年3月14日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成25年12月5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 16,524,900 16,065,000 97.2%

新科新設に伴う応用棟１階・４階及び共同実験
棟２階改修工事（電気・機械設備工事）
工期　平成25年12月6日～平成26年3月14日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成25年12月5日
日本電設工業(株)四
国支店

支店長　宗久　秀樹
高松市本町７番１７号

一般競争入札 36,902,250 35,175,000 95.3%

第１実習棟及び第４実習棟床改修工事
工期　平成26年1月29日～平成26年3月31日

四国職業能力開発大学校
契約担当役校長　稲葉　武彦
香川県丸亀市郡家町3202

平成26年1月28日 （株）丸井工務店
代表取締役　丸井　良子
丸亀市田村町１７１４番
地

一般競争入札 2,155,650 2,100,000 97.4%

溶接実習場ＬＥＤ電灯付替え工事
工期　平成26年1月28日～平成26年3月13日

愛媛職業訓練支援センター（愛媛職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　安田　信行
愛媛県松山市西垣生町2184

平成26年1月24日 新玉電気工事（株）
代表取締役　東方　健
松山市单江戸一丁目１番
１８号

一般競争入札 2,742,600 1,767,150 64.4%

体育館外屋根等改修その他工事設計監理業務
設計期間　平成25年10月24日～平成25年11月29
日

四国職業能力開発大学校附属高知職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　松中　孝二
高知県香单市野市町西野1595-1

平成25年10月23日
（株）エムエイ設計
事務所

代表取締役　信清　和呂
高知市北川添１２－１９

一般競争入札 － 1,848,000 －

体育館外屋根等改修その他工事
工期　平成26年1月29日～平成26年3月20日

四国職業能力開発大学校附属高知職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　松中　孝二
高知県香单市野市町西野1595-1

平成26年1月28日 （株）勝賀瀬建設
代表取締役　勝賀瀬　進
高知市朝倉甲１３７－１
８

一般競争入札 18,143,055 14,070,000 77.6%

渡り廊下外鉄骨部塗装工事
工期　平成26年1月15日～平成26年3月20日

福岡職業訓練支援センター（八幡職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　岩城　雄二
福岡県北九州市八幡西区穴生3-5-1

平成26年1月14日 （株）北九州総建
代表取締役　井上　武
北九州市八幡西区香月西
３丁目６番２４号

一般競争入札 3,940,650 1,664,250 42.2%
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飯塚職業能力開発促進センター消火栓配管改修
工事
工期　平成26年1月16日～平成26年3月7日

飯塚職業能力開発促進センター
契約担当役所長　岩城　雄二
福岡県飯塚市柏の森83-9

平成26年1月15日 舞鶴設備工業（株）
代表取締役　上野　達司
飯塚市柳橋２８０－１

一般競争入札 4,314,960 2,982,000 69.1%

飯塚職業能力開発促進センター本館管理棟２階
事務室ＯＡフロア化工事
工期　平成26年1月30日～平成26年3月28日

飯塚職業能力開発促進センター
契約担当役所長　岩城　雄二
福岡県飯塚市柏の森83-9

平成26年1月29日 竹並建設（株）
代表取締役　岩永　伸彦
飯塚市鯰田２３２２番地

一般競争入札 5,199,589 4,557,000 87.6%

男子学生寮外改修工事設計監理業務
設計期間　平成25年9月9日～平成25年10月28日

九州職業能力開発大学校
契約担当役校長　末岡　淳男
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

平成25年9月6日 北九州設計(有)
代表取締役　藤田　英敏
北九州市八幡東区枝光本
町３番２号

一般競争入札 － 1,050,000 －

法面排水改修外工事設計監理業務
設計期間　平成25年10月4日～平成25年11月5日

九州職業能力開発大学校
契約担当役校長　末岡　淳男
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

平成25年10月3日 北九州設計（有）
代表取締役　藤田　英敏
北九州市八幡東区枝光本
町３番２号

一般競争入札 － 630,000 －

男子学生寮外改修工事
工期　平成25年12月11日～平成26年2月28日

九州職業能力開発大学校
契約担当役校長　末岡　淳男
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

平成25年12月10日 （株）石田組
代表取締役　白石　陽一
北九州市小倉北区井堀４
丁目１０－２

一般競争入札 26,677,350 25,725,000 96.4%

視聴覚教室第三実習場間渡廊下改修その他工事
設計監理業務
設計期間　平成25年7月10日～平成25年9月10日

佐世保職業能力開発促進センター
契約担当役所長　横尾　誠治
長崎県佐世保市指方町668

平成25年7月9日
（株）三建設計綜合
事務所

代表取締役　北野隆吉
長崎市上町２－６

一般競争入札 － 1,890,000 －

視聴覚教室第三実習場間渡廊下改修その他工事
工期　平成25年11月8日～平成26年3月14日

佐世保職業能力開発促進センター
契約担当役所長　横尾　誠治
長崎県佐世保市指方町668

平成25年11月7日 （株）友建設
代表取締役　加山美千子
佐世保市千尽町５－３１

一般競争入札 24,738,000 23,625,000 95.5%

空調、照明及び火災報知設備更新工事設計監理
業務
設計期間　平成25年9月21日～平成25年11月15日

熊本職業訓練支援センター（熊本職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　立山　正伸
熊本県合志市大字須屋2505-3

平成25年9月20日 （株）宮田設計
代表取締役　宮田　真一
宇城市三角町波多２７１
８－１

一般競争入札 － 1,354,500 －

空調、照明及び火災報知設備更新工事
工期　平成25年12月26日～平成26年3月7日

熊本職業訓練支援センター（熊本職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　立山　正伸
熊本県合志市大字須屋2505-3

平成25年12月25日 清水電気工業（株）
代表取締役　清水　悦子
熊本市单区田迎１－１－
２０

一般競争入札 17,380,603 16,800,000 96.7%

トイレ改修工事
工期　平成26年3月1日～平成26年3月28日

熊本職業訓練支援センター（熊本職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　立山　正伸
熊本県合志市大字須屋2505-3

平成26年2月28日 山王（株）
代表取締役　深水弘一
熊本市東区戸島西５丁目
５番５７号

一般競争入札 2,055,165 1,787,100 87.0%

荒尾職業能能力開発促進センター基盤整備工事
工期　平成25年4月20日～平成25年7月31日

荒尾職業能力開発促進センター
契約担当役所長　立山　正伸
熊本県荒尾市荒尾4409

平成25年4月19日 （株）吉安建設
代表取締役　吉安孝章
菊池市泗水町亀尾３５８
８

一般競争入札 11,480,700 8,872,500 77.3%

住宅第１実習場外屋根・外壁等改修工事
工期　平成25年12月17日～平成26年3月20日

延岡職業能力開発促進センター
契約担当役所長　坂口　史朗
宮崎県延岡市土々呂町6-3028

平成25年12月16日 （株）さつき工業
代表取締役　鬼束　安章
宮崎市大字芳士９３７番
地３

一般競争入札 20,023,500 11,760,000 58.7%
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本館・２・３号棟照明設備更新工事設計・監理
業務
設計期間　平成25年7月26日～平成25年9月27日

九州職業能力開発大学校附属川内職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　鎌田　修
鹿児島県薩摩川内市高城町2526

平成25年7月25日 （株）アシスト設計
代表取締役　今村　裕
薩摩川内市平佐町３２８
２－３

一般競争入札 － 1,417,500 －

本館・２・３号棟照明設備更新工事
工期　平成25年11月6日～平成26年2月28日

九州職業能力開発大学校附属川内職業
能力開発短期大学校
契約担当役校長　鎌田　修
鹿児島県薩摩川内市高城町2526

平成25年11月5日 佐藤電機（株）

代表取締役　佐藤　壮一
郎
薩摩川内市神田町３－３
３

一般競争入札 16,705,500 15,910,000 95.2%

建設機械進入路新設及び屋外構築物撤去工事
工期　平成25年6月20日～平成25年9月30日

沖縄職業訓練支援センター（沖縄職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　祁答院　忠義
沖縄県中頭郡北谷町字吉原728-6

平成25年6月19日 （有）名徳工務店
代表取締役　名嘉　信榮
那覇市長田２丁目１３番
４号

一般競争入札 27,135,150 15,435,000 56.9%

沖縄職業訓練支援センター基盤整備工事設計監
理業務
設計期間　平成25年8月30日～平成25年10月21日

沖縄職業訓練支援センター（沖縄職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　祁答院　忠義
沖縄県中頭郡北谷町字吉原728-6

平成25年8月29日
（株）綜企画設計
沖縄支店

支店長　首藤　敏彦
那覇市曙２－２６－６
タカダ曙マンション２０
８号

一般競争入札 － 3,570,000 －

沖縄職業訓練支援センター基盤整備工事
工期　平成25年11月29日～平成26年3月31日

沖縄職業訓練支援センター（沖縄職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長　祁答院　忠義
沖縄県中頭郡北谷町字吉原728-6

平成25年11月28日 （有）川上建設
代表取締役　川上　勝弘
沖縄市照屋１－２５－１

一般競争入札 52,185,000 47,040,000 90.1%

沖縄職業能力開発大学校男子学生寮屋根等改修
その他工事設計監理業務
設計期間　平成25年6月18日～平成25年8月30日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年6月17日
（株）綜企画設計沖
縄支店

支店長　首藤　敏彦
那覇市曙２－２６－６タ
カダ曙マンション２０８
号

一般競争入札 － 1,575,000 －

新科設置に伴う実習棟等改修その他工事設計監
理業務
設計期間　平成25年8月27日～平成25年10月30日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年8月26日
（有）造家設計研究
室

代表取締役　友利　赳
うるま市石川東山１－７
－１２

一般競争入札 － 3,654,000 －

沖縄職業能力開発大学校男子学生寮屋根等改修
その他工事
工期　平成25年10月9日～平成26年2月20日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年10月8日
（有）ツネダ塗装工
業

代表取締役　常田省三
那覇市首里大名町２－８
４－５

一般競争入札 19,561,500 18,375,000 93.9%

沖縄職業能力開発大学校新科設置に伴う改修そ
の他建築工事
工期　平成25年12月7日～平成26年3月14日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年12月6日 （有）川上建設
代表取締役　川上勝弘
沖縄市照屋１丁目２５番
１号

一般競争入札 43,932,000 38,640,000 88.0%

沖縄職業能力開発大学校新科設置に伴う改修そ
の他電気設備工事
工期　平成25年12月7日～平成26年3月14日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年12月6日 （株）シーイー
代表取締役　伊芸利實
宜野湾市大謝名３丁目１
３番１１号

一般競争入札 18,602,850 15,540,000 83.5%

沖縄職業能力開発大学校新科設置に伴う改修そ
の他機械設備工事
工期　平成25年12月7日～平成26年3月14日

沖縄職業能力開発大学校
契約担当役校長　仲尾　善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

平成25年12月6日 （株）金吉設備工業
代表取締役　具志　清
那覇市田原４－５－２

一般競争入札 25,022,550 20,790,000 83.1%


