（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
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

青森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
五所川原市飯詰狐野１７１－２
設計期間 平成25年6月4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

和歌山職業訓練支援センター排水設備整備・
更新工事設計監理業務
和歌山市園部１２７６
設計期間 平成25年6月15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

雇用促進住宅常吉宿舎1,2号棟耐震改修工事
尼崎市武庫の里２－８－３
工期 平成25年6月19日～平成25年12月3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

雇用促進住宅川井宿宿舎1～6号棟耐震改修工
事
横浜市旭区川井宿町１５
工期 平成25年6月25日～平成26年1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

石川職業訓練支援センター受変電設備（動力
盤等）整備・更新工事設計監理業務
金沢市観音堂町へ１
設計期間 平成25年8月21日～平成25年11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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

雇用促進住宅星ヶ丘宿舎1号棟耐震改修工事
枚方市星ヶ丘４－２２
工期 平成25年9月10日～平成26年2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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

東京障害者職業センター多摩支所貸室原状回
復工事
立川市曙町２－３８－５
工期 平成25年9月20日～平成25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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

東京障害者職業センター多摩支所貸室入居及
び間仕切改修工事
立川市曙町２－３８－５
工期 平成25年10月11日～平成25年11月4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

雇用促進住宅高尾宿舎全棟取壊し工事設計監
理業務
津山市高尾１３４－１
設計期間 平成25年9月26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

福岡障害者職業センター空調設備等更新工事
設計監理業務
福岡市中央区赤坂1-6-19
設計期間 平成25年10月17日～平成26年1月10
日

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

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

平成25年6月3日

（株）青和設計

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 舘山 良子 会計規程第６８条第１項（競争に付して
五所川原市字鎌谷町９１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－２０
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

2,359,350

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年6月14日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 橋本 雅史 会計規程第６８条第１項（競争に付して
（株）キューブ建築
和歌山市北ノ新地２－２ も入札者がないとき又は再度の入札に付
研究所
２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,837,500

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年6月18日

（株）井上工務店

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 井上 章
会計規程第６８条第１項（競争に付して
宝塚市安倉南１－２２－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

27,825,000

27,814,500

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

平成25年6月24日

（株）渡辺組

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 渡邉 一郎 会計規程第６８条第１項（競争に付して
横浜市中区南仲通３－３ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

262,080,000

261,975,000

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

平成25年8月20日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
（有）マッハ設備設 代表取締役 新井 重男
も入札者がないとき又は再度の入札に付
計研究所
金沢市玉鉾１－５９
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,260,000

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年9月9日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 規工川 和
会計規程第６８条第１項（競争に付して
史
も入札者がないとき又は再度の入札に付
大阪市城東区中央３－３
しても落札者がないとき）に該当するた
－１２－７０５
め。

19,908,000

19,897,500

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

1,501,500

1,501,500

100.0%

―

規工川建設（株）

東京不動産管理
（株）

代表取締役社長 斎藤
政賢
墨田区太平４－１－３

当該工事は、賃貸借契約書第２１条によ
り、賃貸人が指定する業者である同者以
外には履行できないことから、会計規程
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するため。

平成25年9月19日

東京不動産管理
（株）

代表取締役社長 斎藤
政賢
墨田区太平４－１－３

当該工事は、賃貸借契約書第２１条によ
り、賃貸人が指定する業者である同者以
外には履行できないことから、会計規程
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するため。

7,560,000

7,560,000

100.0%

―

平成25年9月25日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
協同組合建築設計技 代表理事 芦田 國廣
も入札者がないとき又は再度の入札に付
術センター
津山市戸島６３４－１８
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

2,919,000

－

―

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
（株）熊平建築設計
平成25年10月16日
契約担当役理事 丸岡 政文
事務所
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 熊谷 平一
会計規程第６８条第１項（競争に付して
郎
も入札者がないとき又は再度の入札に付
田川市大字伊田３５０１
しても落札者がないとき）に該当するた
－３
め。

－

1,008,000

－

―

一般競争入札後不落随契

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
米子市古豊千５２０
工期 平成25年11月6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

大和設備（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
代表取締役 古川 純一
も入札者がないとき又は再度の入札に付
鳥取市商栄町２２７
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

96,988,500

96,600,000

99.6%

―

一般競争入札後不落随契

熊本職業訓練支援センター实習場建替その他
工事地盤調査業務
合志市大字須屋２５０５－３
設計期間 平成25年12月18日～平成26年1月23
日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年12月17日 八洲開発（株）
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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 田北 廣
会計規程第６８条第１項（競争に付して
熊本市東区月出１－１－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
５２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

2,257,500

－

―

一般競争入札後不落随契

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
鹿児島市東郡元町１４－３
工期 平成25年12月26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
平成25年12月25日 （有）西谷工業
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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
代表取締役 西谷 誠
も入札者がないとき又は再度の入札に付
鹿児島市武岡４－３－１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

8,729,700

8,715,000

99.8%

―

一般競争入札後不落随契

平成25年9月13日

平成25年11月5日

（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者職業総合センターレイアウト変更工事
支援機構
千葉市美浜区若葉３－１－３
契約担当役理事 丸岡 政文
工期 平成26年1月25日～平成26年3月7日
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
神奈川障害者職業センター支援室貸室入居工
事
相模原市南区相模大野３－１３－７
工期 平成26年1月28日～平成26年3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 丸岡 政文
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

長野障害者職業センター支援室貸室入居に係
る間仕切り等工事
長野市中御所３－１３－７
工期 平成26年2月3日～平成26年2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

雇用促進住宅寄木宿舎全棟取壊し工事設計監
理業務
八幡平市松尾寄木第一地割字沼利５７９－４
設計期間 平成26年2月5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

東京障害者職業センター支援室貸室入居工事
台東区元浅草３－１８－１０ 上野ＮＳビル
７階
工期 平成26年2月11日～平成26年3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

静岡高障事務所貸室レイアウト改修工事
静岡市葵区黒金町５９－６ 大同生命静岡ビ
ル７階
工期 平成26年3月7日～平成26年3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 丸岡 政文
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

宮城職業訓練支援センター（多賀城实習場）
震災復旧工事監理業務
多賀城市明月２－２－１
設計期間 平成26年2月25日～平成27年10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

宮城職業訓練支援センター（多賀城实習場）
震災復旧その他建築工事
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

北海道職業訓練支援センター（北海道
北海道職業訓練支援センター实習場看板灯設
職業能力開発促進センター）
置工事
契約担当役所長 星野 富士男
工期 平成26年1月21日～平成26年3月28日
北海道札幌市西区二十四軒4条1-4-1
本館屋上防水工事及び多目的实習場取壊し・ 函館職業能力開発促進センター
外構工事設計監理業務
契約担当役所長 星野 富士男
設計期間 平成25年8月9日～平成25年10月9日 北海道函館市日吉町3-23-1

釧路職業能力開発促進センター障害者用トイ 釧路職業能力開発促進センター
レ改修工事
契約担当役所長 星野 富士男
工期 平成26年1月28日～平成26年3月28日
北海道釧路市大楽毛南4-5-57

北海道職業能力開発大学校新科新設新設に伴 北海道職業能力開発大学校
う施設改修工事
契約担当役校長 前田 康二
工期 平成25年12月25日～平成26年3月14日 北海道小樽市銭函3-190

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

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

（株）アスク

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
代表取締役 中村 隆之
も入札者がないとき又は再度の入札に付
市原市根田１－１－９
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

2,986,200

2,940,000

98.5%

―

（株）朝日建設

当該工事は、賃貸借契約第１３条によ
代表取締役 中川 秀樹 り、賃貸人が指定する業者である同者以
相模原市中央区淵野辺４ 外には履行できないことから、会計規程
－１６－４
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するため。

6,541,500

6,541,500

100.0%

―

平成26年1月27日

（株）タツノ
支店

当該工事は、賃貸借契約第１０条によ
り、賃貸人が指定する業者である同者以
支店長 和田 雅彦
長野
長野市大豆島３３９７－ 外には履行できないことから、会計規程
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
１０
競争を許さないとき）に該当するため。

1,799,490

1,799,490

100.0%

―

平成26年2月4日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 中村 司
会計規程第６８条第１項（競争に付して
（株）渡辺設計事務
盛岡市加賀野４－１－３ も入札者がないとき又は再度の入札に付
所
６
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,998,000

－

―

平成26年2月10日

当該工事は、賃貸借契約第１１条によ
代表取締役 大橋 治
り、賃貸人が指定する業者である同者以
（株）都市環境企画 千代田区神田錦町２－５ 外には履行できないことから、会計規程
－１
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するため。

26,985,000

26,985,000

100.0%

―

平成26年2月10日

木内建設（株）

当該工事は、賃貸借契約第１１条によ
代表取締役 木内 藤男 り、賃貸人が指定する業者である同者以
静岡市駿河区国吉田１－ 外には履行できないことから、会計規程
７－３７
第６７条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するため。

2,730,000

2,730,000

100.0%

―

平成26年2月24日

（株）久慈設計
京支社

平成２４年度に左記相手方と契約した設
計業務に基づき实施する工事の監理業務
東京支社長 小川 直樹
東
であり、同社以外の者に委託することは
千代田区西神田２－５－
不利と認められることから、会計規程第
２
６７条第４号（競争に付することが不利
と認められるもの）に該当するため。

－

28,404,000

－

―

平成26年3月17日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
執行役員支店長 近石
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東洋建設（株）東北 光正
も入札者がないとき又は再度の入札に付
支店
仙台市青葉区中央２－９
しても落札者がないとき）に該当するた
－２７
め。

1,488,240,000

1,488,240,000

100.0%

―

平成26年1月20日

北電力設備工事
（株）

代表取締役社長 伏木
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
淳
５０万円を超えない工事若しくは製造）
札幌市中央区南２条西１
に該当するため。
２丁目３２３番地

1,239,000

1,029,000

83.1%

―

（株）エイト設計

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 高橋忠明
会計規程第６８条第１項（競争に付して
札幌市北区新琴似１０条 も入札者がないとき又は再度の入札に付
１丁目２番３２号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

3,990,000

－

―

一般競争入札後不落随契

日向建設（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 渋谷 則道 会計規程第６８条第１項（競争に付して
釧路市川上町１０丁目２ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番地２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

5,242,750

5,239,500

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 和泉 義雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
札幌市豊平区４条８丁目 も入札者がないとき又は再度の入札に付
１番２５号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

21,077,700

21,000,000

99.6%

―

一般競争入札後不落随契

平成26年1月24日

平成26年1月27日

平成25年8月8日

平成26年1月27日

平成25年12月24日 （株）和泉組

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契

（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
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

青森職業能力開発短期大学校空調設備更新及
び实習場空調設備撤去等工事設計監理業務
設計期間 平成25年11月2日～平成26年3月31
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

２号棟改修工事（名取实習場）
工期 平成25年4月2日～平成25年5月17日

宮城職業訓練支援センター（宮城職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 村越 貞之
宮城県多賀城市明月2-2-1

契約を締結した日

平成25年11月1日

平成25年4月1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

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

（株）青和設計

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 舘山 良子 会計規程第６８条第１項（競争に付して
五所川原市字鎌谷町９１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番地２０
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,102,500

－

―

一般競争入札後不落随契

オリエンタル工業
（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 岩泉 正人 会計規程第６８条第１項（競争に付して
仙台市宮城野区日の出町 も入札者がないとき又は再度の入札に付
２－２－８
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

2,408,140

2,394,000

99.4%

―

一般競争入札後不落随契

18,123,000

18,060,000

99.7%

―

一般競争入札後不落随契

秋田職業訓練支援センター（秋田職業
秋田職業訓練支援センター４号棟床等改修そ
能力開発促進センター）
の他工事
契約担当役所長 面川 良嗣
工期 平成25年9月27日～平成25年12月25日
秋田県潟上市天王字上北野4-143

平成25年9月26日

（株）橋本工務店

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 橋本 大作 会計規程第６８条第１項（競争に付して
男鹿市船越字前野１１５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－２２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

千葉職業訓練支援センター（千葉職業
千葉職業訓練支援センター溶接实習場改修工
能力開発促進センター）
事
契約担当役所長 長田 雄三
工期 平成25年12月10日～平成26年1月31日
千葉県千葉市稲毛区六方町274

平成25年12月9日

白井興業（株）

代表取締役 白井 一幸 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉市中央区松波２－４ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
－１３
に該当するため。

1,765,837

1,627,500

92.2%

―

平成26年2月20日

白井興業（株）

代表取締役 白井 一幸 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉市中央区松波２－４ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
－１３
に該当するため。

2,184,978

2,079,000

95.1%

―

平成26年2月26日

所長 時田 平一
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）アペックス和
千葉市中央区春日１－２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
光 千葉営業所
０－３
に該当するため。

2,047,040

1,932,000

94.4%

―

平成26年1月27日

大野屋建設（株）

代表取締役 大野 美智
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
枝
５０万円を超えない工事若しくは製造）
君津市北子安９６２番地
に該当するため。
５

1,890,000

1,890,000

100.0%

―

平成26年2月18日

（有）三冷設備

代表取締役 島田 实
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
君津市人見１７１０番地 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
４
に該当するため。

1,806,000

1,774,500

98.3%

―

平成25年7月12日

所長 小池 明裕
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）ヤマダ電機千
千葉市若葉区貝塚町１０ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
葉本店営業所
８７－１
に該当するため。

1,050,000

750,960

71.5%

―

平成25年8月21日

白戸工業（株）

代表取締役 白戸 孝夫 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉市中央区道場南２－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１２－１７
に該当するため。

1,012,200

964,000

95.2%

―

（株）アスク

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
代表取締役 中村 隆之
も入札者がないとき又は再度の入札に付
市原市根田１－１－９
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

1,365,000

1,359,750

99.6%

―

一般競争入札後不落随契

（株）綜企画設計
横浜支店

一般競争入札後の不落随意契約であり、
支店長 伊藤 隆司
会計規程第６８条第１項（競争に付して
横浜市神奈川区立町１４ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－３
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,806,000

－

―

一般競争入札後不落随契

高尾工業（株）

代表取締役 溝越 ひと
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
み
５０万円を超えない工事若しくは製造）
横浜市戸塚区上矢部町３
に該当するため。
１５番地

1,859,550

1,667,400

89.7%

―

外便所改修工事
工期 平成26年2月21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

本館トイレ他人感センサー取付工事
工期 平成26年2月27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

君津職業能力開発促進センター本館内装等改 君津職業能力開発促進センター
修工事
契約担当役所長 長田 雄三
工期 平成26年1月28日～平成26年3月20日
千葉県君津市坂田428

君津職業能力開発促進センター事務室空調機 君津職業能力開発促進センター
更新工事
契約担当役所長 長田 雄三
工期 平成26年2月19日～平成26年3月31日
千葉県君津市坂田428

洗浄便座１２台設置工事
工期 平成25年7月13日～平成25年9月30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

洗浄便座７台設置工事（成田校）
成田市並木町２２１－２０
工期 平成25年8月22日～平成25年10月31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

関東職業能力開発大学校附属千葉職業
成田校テニスコート壁打ち用ボード補修工事
能力開発短期大学校
成田市並木町２２１－２０
契約担当役校長 中山 政徳
工期 平成26年1月23日～平成26年3月20日
千葉県千葉市中央区問屋町2-25
神奈川職業訓練支援センター空調設備等更新
工事設計監理業務
設計期間 平成25年7月17日～平成25年8月31
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南希望が丘78

多目的教室空調設備修繕一式
工期 平成25年8月30日～平成25年9月2日

港湾職業能力開発短期大学校横浜校
契約担当役校長 山下 博文
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1

平成26年1月23日

平成25年7月16日

平成25年8月19日

（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
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

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

平成25年10月25日 高尾工業（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 溝越ひとみ 会計規程第６８条第１項（競争に付して
横浜市戸塚区上矢部町３ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１５番地
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

7,772,559

7,560,000

97.3%

―

石川職業訓練支援センター（石川職業
石川職業訓練支援センター反射フイルム修繕
能力開発促進センター）
工事
契約担当役所長 佐藤 章
工期 平成26年3月12日～平成26年3月25日
石川県金沢市観音堂町へ1

平成26年3月12日

（株）前川工務店

代表取締役 前川 建二 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
金沢市赤土町ト１００番 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
地１
に該当するため。

1,302,000

1,039,500

79.8%

―

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26年1月14日

テラオライテック
（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 寺尾 忍
５０万円を超えない工事若しくは製造）
越前市本保町８－５－１
に該当するため。

1,290,607

1,260,000

97.6%

―

平成25年11月21日 山本産業（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 偕三 会計規程第６８条第１項（競争に付して
揖斐郡大野町稲富１４４ も入札者がないとき又は再度の入札に付
７－１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

23,299,500

23,205,000

99.6%

―

一般競争入札後不落随契

平成25年8月22日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 平井 勉
会計規程第６８条第１項（競争に付して
静岡市葵区銭座町１００ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番地
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

9,124,500

9,098,250

99.7%

―

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 久田 五海 会計規程第６８条第１項（競争に付して
浜松市中区幸１－１２－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１３
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

19,750,500

19,740,000

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後の不落随意契約であり、
愛知職業訓練支援センター（中部職業
愛知職業訓練支援センターエントランス部床
代表取締役 野々川 民 会計規程第６８条第１項（競争に付して
能力開発促進センター）
面タイル更新等工事
平成25年11月15日 （株）野々川工務店 男
も入札者がないとき又は再度の入札に付
契約担当役所長 山口 紀博
工期 平成25年11月16日～平成26年3月14日
小牧市中央５丁目６番地 しても落札者がないとき）に該当するた
愛知県小牧市下末1636-2
め。

18,963,000

18,952,500

99.9%

―

一般競争入札後不落随契

平成25年8月29日

代表取締役 岩出 巧
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）日乃出エヤコ
松坂市猟師町字新沖浜３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
ン
４５番地５７
に該当するため。

1,585,116

1,092,000

68.9%

―

平成26年1月21日

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 奥野 勇
５０万円を超えない工事若しくは製造）
伊勢市宮後３－７－２６
に該当するため。

2,188,383

1,512,000

69.1%

―

实験棟及び本館棟改修工事
工期 平成25年10月30日～平成26年1月10日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業
代表取締役 松田 次功 会計規程第６８条第１項（競争に付して
能力開発短期大学校
平成25年10月29日 （株）松田綜合建設 大津市大将軍１－１－１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
契約担当役校長 室伏 誠
５
しても落札者がないとき）に該当するた
滋賀県近江八幡市古川町1414
め。

7,513,828

7,513,800

99.9%

―

高圧ケーブル改修等工事
工期 平成25年4月1日～平成25年4月30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25年4月1日

代表取締役
福井 孝
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
光
５０万円を超えない工事若しくは製造）
箕面市粟生間谷西３－２
に該当するため。
５－３

1,755,915

1,417,500

80.7%

―

茨木職員用宿舎水道メーター改修工事
工期 平成25年7月17日～平成25年12月27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25年7月16日

（株）中井工務店

代表取締役 中井 正昌 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
寝屋川市下木田６番１８ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
号
に該当するため。

1,612,800

1,312,500

81.4%

―

Ｊ棟男子トイレセンサー改修工事
工期 平成26年2月11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2月10日

所長 金岡 徹義
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
ナカソネ住設（株）
守口市八雲西町１-２８- ５０万円を超えない工事若しくは製造）
守口営業所
１０
に該当するため。

1,247,253

1,122,303

90.0%

―

港湾職業能力開発短期大学校横浜校
揚貨装置棟塗装一部工事
契約担当役校長 山下 博文
工期 平成25年10月26日～平成25年12月27日
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1

实習棟Ｃ棟１階溶接ブース改修その他工事
工期 平成26年1月15日～平成26年2月14日

東海職業能力開発大学校新科立上げに係る施 東海職業能力開発大学校
設改修及び２号館屋根等改修建築工事
契約担当役校長 大澤 靖治
工期 平成25年11月22日～平成26年3月31日 岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

多目的ホール外壁等改修工事
工期 平成25年8月23日～平成25年11月15日

静岡職業訓練支援センター（静岡職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 八代 公基
静岡県静岡市駿河区登呂3-1-35

（株）平井組

東海職業能力開発大学校附属浜松職業
浜松職業能力開発短期大学校学生寮外外壁等
能力開発短期大学校
改修工事
平成25年11月20日 （株）美化興業
契約担当役校長 長瀬 安信
工期 平成25年11月21日～平成26年3月6日
静岡県浜松市南区法枝町693

南伊勢職業能力開発促進センター訓練生ホー 南伊勢職業能力開発促進センター
ル空調設備整備更新工事
契約担当役所長 八黄地 宏
工期 平成25年8月30日～平成25年10月31日 三重県伊勢市小俣町明野685

南伊勢職業能力開発促進センター第３研修室 南伊勢職業能力開発促進センター
及び視聴覚教室非常扉設置工事
契約担当役所長 八黄地 宏
工期 平成26年1月22日～平成26年3月20日
三重県伊勢市小俣町明野685

（株）奥野建設

三福電設（株）

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契

（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合

大阪港湾労働分所本館３階教室窓改修工事
工期 平成26年2月13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2月12日

（株）生貴建設

代表取締役 嘉陽 英二 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
堺市堺区海山町２丁１２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
３番地
に該当するため。

1,785,000

1,470,000

82.4%

―

金属加工实習場屋上防水改修工事
工期 平成25年8月10日～平成25年10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8月9日

（株）三田工務店

代表取締役 三田恭男
尼崎市道意町３－１

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
５０万円を超えない工事若しくは製造）
に該当するため。

1,309,218

1,270,500

97.0%

―

平成26年2月3日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 北野健太郎 会計規程第６８条第１項（競争に付して
（株）壇建築計画事
岸和田市西之内町２７番 も入札者がないとき又は再度の入札に付
務所
５号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

2,700,000

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年7月29日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 橋本 雅史 会計規程第６８条第１項（競争に付して
（株）キューブ建築
和歌山市北ノ新地２－２ も入札者がないとき又は再度の入札に付
研究所
２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,176,000

－

―

一般競争入札後不落随契

平成26年1月7日

日本上下水道工業
（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山田 俊彦 会計規程第６８条第１項（競争に付して
鳥取市千代水三丁目７５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番地
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

2,647,256

2,625,000

99.2%

―

一般競争入札後不落随契

（株）内田工務店

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 内田
寛 会計規程第６８条第１項（競争に付して
松江市学園一丁目９番１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
０号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

2,001,000

1,995,000

99.7%

―

一般競争入札後不落随契

（株）内田工務店

代表取締役 内田
寛 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
松江市学園一丁目９番１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
０号
に該当するため。

1,858,500

1,857,500

99.9%

―

磯部工業（株）

代表取締役 磯部 雄一 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
山口市大内御堀９７５－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
２
に該当するため。

1,280,370

1,155,000

90.2%

―

磯部工業（株）

代表取締役 磯部 雄一 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
山口市大内御堀９７５－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
２
に該当するため。

1,470,000

1,365,000

92.9%

―

香川職業訓練支援センター（香川職業
香川職業訓練支援センター本館及び4号棟防水
能力開発促進センター）
改修工事
平成25年11月12日 （有）香西建設
契約担当役所長 小畑 寛
工期 平成25年11月13日～平成26年2月28日
香川県高松市花ノ宮町2-4-3

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 香西 一寿 会計規程第６８条第１項（競争に付して
高松市香川町浅野３８１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－１１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

12,380,635

12,285,000

99.2%

―

学生寮厨房給湯管改修工事１式
工期 平成26年3月17日～平成26年3月26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2月5日

（株）丸井工務店

代表取締役 丸井 良子 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
丸亀市田村町１７１４番 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
地
に該当するため。

2,461,200

2,446,500

99.4%

―

实習棟トイレ等改修工事
工期 平成26年3月7日～平成26年3月31日

高知職業訓練支援センター（高知職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 岡田 昌央
高知県高知市桟橋通4-15-68

平成26年3月6日

（有）有生

代表取締役 有瀬 實
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
高知市針木東町２６－５ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１
に該当するため。

2,397,150

1,879,500

78.4%

―

教室棟ＣＰ３教室ほか空調機器更新工事
工期 平成25年10月3日～平成25年11月29日

長崎職業訓練支援センター（長崎職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 横尾 誠治
長崎県諌早市小船越町1113

平成25年10月2日

支店長 木村太郎
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
ダンレイ（株）長崎
長崎市本川内３－６－３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
支店
７
に該当するため。

1,794,450

1,543,500

86.0%

―

奈良職業訓練支援センター（奈良職業
本館機能移設に伴う大教室等改修工事設計監
能力開発促進センター）
理業務
契約担当役所長 柳 信義
設計期間 平成26年2月4日～平成26年4月19日
奈良県橿原市城殿町433
和歌山職業訓練支援センター本館屋上高架水
槽系統給水管更新その他工事設計監理業務
設計期間 平成25年7月30日～平成25年9月20
日

和歌山職業訓練支援センター（和歌山
職業能力開発促進センター）
契約担当役所長 遠藤 達哉
和歌山県和歌山市園部1276

機械共通住宅工芸系实習棟外壁外改修工事
工期 平成26年1月7日～平成26年3月10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南7-1-11

島根職業訓練支援センター大教室改修工事
工期 平成26年1月9日～平成26年3月28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

島根職業訓練支援センター（島根職業
島根職業訓練支援センター訓練生ホール床改
能力開発促進センター）
修工事
契約担当役所長 尾中 宏明
工期 平成26年1月24日～平成26年3月25日
島根県松江市東朝日町267

塗装室電動シャッター取替工事
工期 平成26年2月19日～平成26年3月28日

山口職業訓練支援センター（山口職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 成松 清水
山口県山口市矢原1284-1

総合实習場床塗装替工事
工期 平成26年3月1日～平成26年3月28日

山口職業訓練支援センター（山口職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 成松 清水
山口県山口市矢原1284-1

平成26年1月8日

平成26年1月23日

平成26年2月18日

平成26年2月28日

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

契約を締結した日

工事等の名称、場所、期間及び種別

契約相手方の
商号又は名称

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

備

考

一般競争入札後不落随契

（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合

金属加工实習場電動シャッター修理業務
工期 平成26年2月6日～平成26年3月14日

長崎職業訓練支援センター（長崎職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 横尾 誠治
長崎県諌早市小船越町1113

平成26年2月5日

（株）石橋工務店

代表取締役 石橋光成
諫早市下大渡野町４２

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
５０万円を超えない工事若しくは製造）
に該当するため。

1,044,750

997,500

95.5%

―

第三实習棟２階照明器具改修
工期 平成25年8月13日～平成25年9月30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8月12日

（株）春本工業

代表取締役 春本弥寿雄 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
佐世保市白仁田町４１－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
２
に該当するため。

1,029,000

792,750

77.0%

―

本館会議室空調機器更新工事
工期 平成25年10月5日～平成25年11月29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10月4日

代表取締役 古川健
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）古川電機製作
佐世保市大和町８４５－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
所
１
に該当するため。

1,303,995

577,500

44.3%

―

大分職業訓練支援センター教室棟外壁等改修
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20
日

大分職業訓練支援センター（大分職業
能力開発促進センター）
契約担当役所長 相川 文英
大分県大分市皆春1483-1

平成25年9月20日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
（有）瀬口建築設計 代表取締役 瀬口 啓一
も入札者がないとき又は再度の入札に付
事務所
中津市大字金手８－７
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,018,500

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年9月30日

（株）菊池設計

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 菊池 富男 会計規程第６８条第１項（競争に付して
延岡市富美山町５１９番 も入札者がないとき又は再度の入札に付
地８
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,669,500

－

―

一般競争入札後不落随契

鹿児島酸素（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 山之内俊之
５０万円を超えない工事若しくは製造）
鹿児島市南栄３－２６
に該当するため。

1,554,000

1,554,000

100.0%

―

（有）内盛産業

代表取締役 内間 安盛 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
沖縄市知花４ー１４ー２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１
に該当するため。

2,341,500

1,963,500

83.9%

―

住宅サービス第１实習場外屋根・外壁等改修
延岡職業能力開発促進センター
工事（延岡）設計・監理業務
契約担当役所長 坂口 史朗
設計期間 平成25年10月1日～平成25年11月19
宮崎県延岡市土々呂町6-3028
日
鹿児島職業訓練支援センター（鹿児島
第２实習棟ガス集合装置架台据付及び配管工
職業能力開発促進センター）
事
契約担当役所長 川畑 伸一
工期 平成25年8月16日～平成25年8月31日
鹿児島県鹿児島市東郡元町14-3

校内芝地改修工事
工期 平成26年2月27日～平成26年3月31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7月23日

平成26年2月26日

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
再就職の
（％）
（ａ）
（ｂ）
役員の数 公益法人 国所管、都 応札・
(ｂ/ａ)
道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

契約を締結した日

工事等の名称、場所、期間及び種別

契約相手方の
商号又は名称

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

備

考

