（様式１）

競争入札に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
契約を締結した日

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

代表取締役 百瀬 一夫
（有）大雅建築コン
新宿区百人町１－１３－
サルタント
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 代表 中尾 康彦
ス
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

代表取締役 木村 憲一
（株）木村建築事務
福井市大手２－２０－１
所
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

代表取締役 齋藤 雅孝
（有）みやび建築工
名取市ゆりが丘５－１６
房
－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

代表取締役 信濃屋
（株）恒谷汲川建築
久
設計事務所
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

代表取締役 梶原 等
千葉市中央区新田町１２
（株）環境設備計画
－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

代表取締役 滝沢 誠
（株）タキザワ設計 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 理事長 藤井 均
協同組合
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

代表取締役 水口 栄
（株）丸進建築設計
前橋市西片貝町５－１５
事務所
－２２

一般競争入札

－

1,890,000

－

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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
指名競争入札の別 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
国所管、都 応札・
（総合評価の実
（ａ）
（ｂ）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
施）
の区分
の区分
数

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

豊

備

考

（様式１）

競争入札に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
契約を締結した日

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 代表取締役 山田 克弘
所
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 代表取締役 山田 克弘
所
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 代表取締役 鈴木 一夫
計
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 代表取締役 鈴木 一夫
計
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 代表取締役 鈴木 一夫
計
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

代表取締役 四ヶ所 秀
憲
（株）サンユニオン
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

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%

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

池田建設（株）

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
指名競争入札の別 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
国所管、都 応札・
（総合評価の実
（ａ）
（ｂ）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
施）
の区分
の区分
数

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

備

考

（様式１）

競争入札に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
契約を締結した日

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

代表取締役 小枝 孝太
（株）小枝設備工業 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

代表取締役 種 雄司
（株）ＫＵＳ建築設
大阪市中央区博労町２－
計事務所
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

取締役社長 川野 達彦
（株）栄和設計事務
大阪市福島区福島５－１
所
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

代表取締役 鈴木 清信
千葉東京冷機（株） 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

代表取締役 中林 敏昭
（株）中林建築設計
出雲市今市町北本町５－
事務所
４－３

一般競争入札

－

1,890,000

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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
指名競争入札の別 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
国所管、都 応札・
（総合評価の実
（ａ）
（ｂ）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
施）
の区分
の区分
数

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

－

備

考

（様式１）

競争入札に係る情報の公表（工事等）
公益法人の場合
契約を締結した日

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
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

代表取締役 岩出 巧
（株）日乃出エヤコ
松阪市猟師町字新浜沖３
ン
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

代表取締役 田中 昌己
（株）田中建築設備
札幌市中央区单１条西７
事務所
－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 代表取締役 川代 則安
設計事務所
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

代表取締役 宮坂 正博
諏訪総合設計（株） 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）

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

取締役社長 高林 宏
スヤマビルドサービ
浜松市西区西山町１８３
ス（株）
０－２

一般競争入札

21,319,200

16,578,000

77.8%

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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
指名競争入札の別 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
国所管、都 応札・
（総合評価の実
（ａ）
（ｂ）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
施）
の区分
の区分
数

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

卓

代表取締役社長 朝倉
純夫
島田市向島町４５３２

備

考

（様式１）

競争入札に係る情報の公表（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

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

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

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・
落札率
指名競争入札の別 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
国所管、都 応札・
（総合評価の実
（ａ）
（ｂ）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
施）
の区分
の区分
数

平成26年3月5日

代表取締役社長 草野
（株）クサノエンジ 浩志
ニアリングシステム 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%

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
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

代表取締役 坂田 茂
（株）坂田電気工業
浜松市西区雄踏町字布見
所
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

取締役社長 高林 宏
スヤマビルドサービ
浜松市西区西山町１８３
ス（株）
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

代表取締役社長 寺林
（株）アペックス和 進
光
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

取締役支店長 山家 吉
日新設備（株）仙台 治
支店
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

支社長 坪内 聡
エス・イー・シーエ
仙台市青葉区本町１－１
レベーター（株）東
１－１仙台グリーンプレ
北支社
イス１２Ｆ

一般競争入札

84,002,400

63,720,000

75.9%

益男

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

代表取締役社長 近藤
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
善弘
支援機構
イオンディライトセ
平成25年4月1日
大阪市中央区单船場２－
契約担当役理事 桑原 幸治
キュリティ（株）
３－２单船場ハートビル
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
９階

一般競争入札

－

932,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構旭川職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,018,080

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構釧路職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

778,680

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構函館職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,986,012

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構北海道職業能力開発大学校 機械警備保安業
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,330,560

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構青森職業訓練支援センター（青森職業能力
平成25年4月1日 （株）セノン
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 入間川
幸道
新宿区西新宿２－１－１

一般競争入札

－

894,600

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構東北職業能力開発大学校附属青森職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校 機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,692,684

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構岩手職業訓練支援センター（岩手職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,421,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構宮城職業訓練支援センター（名取実習場）
平成25年4月1日 （株）セノン
契約担当役理事 桑原 幸治
機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 入間川
幸道
新宿区西新宿２－１－１

一般競争入札

－

361,620

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構東北職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,882,188

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構秋田職業訓練支援センター（秋田職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,890,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

739,116

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構山形職業訓練支援センター（山形職業能力
平成25年4月1日 （株）セロン東北
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 大内 勇
山形市久保田一丁目８番
２８号

一般競争入札

－

945,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構北海道職業訓練支援センター（北海道職業
能力開発促進センター）機械警備保安業務委
託

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構福島職業訓練支援センター（福島職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

2,001,384

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構いわき職業能力開発促進センター機械警備
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

706,224

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構会津職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,063,188

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構栃木職業訓練支援センター（栃木職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,827,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構関東職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,454,292

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構群馬職業訓練支援センター（群馬職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

886,908

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構埼玉職業訓練支援センター（埼玉職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,218,420

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構千葉職業訓練支援センター（千葉職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,573,992

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構君津職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,592,004

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構高度職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,827,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力
平成25年4月1日 （株）全日警
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 片岡 由文
中央区日本橋浜町１丁目
１番１２号プラザマーム
５階

一般競争入札

－

1,827,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校成田校機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

807,912

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構職業能力開発総合大学校(小平キャンパス)
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,376,407

－

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構神奈川職業訓練支援センター（関東職業能
平成25年4月1日 （株）全日警
契約担当役理事 桑原 幸治
力開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 片岡 由文
中央区日本橋浜町１丁目
１番１２号プラザマーム
５階

一般競争入札

－

1,512,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構港湾職業能力開発短期大学校横浜校機械警
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

613,992

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構新潟職業訓練支援センター（新潟職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

875,568

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構北陸職業能力開発大学校附属新潟職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,496,244

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構富山職業訓練支援センター（富山職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,906,632

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構北陸職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,496,250

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構石川職業訓練支援センター（石川職業能力
平成25年4月1日 （株）コーワ
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 嶋崎 祐一
福井市三尾野町２９－２
－１２

一般競争入札

－

536,760

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構北陸職業能力開発大学校附属石川職業能力
平成25年4月1日 （株）コーワ
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 嶋崎 祐一
福井市三尾野町２９－２
－１２

一般競争入札

－

1,134,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構福井職業訓練支援センター（福井職業能力
平成25年4月1日 （株）コーワ
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 嶋崎 祐一
福井市三尾野町２９－２
－１２

一般競争入札

－

516,600

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構山梨職業訓練支援センター（山梨職業能力
平成25年4月1日 総合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

753,984

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構長野職業訓練支援センター（長野職業能力
平成25年4月1日 総合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

813,960

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構松本職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 総合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,036,980

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構岐阜職業訓練支援センター（岐阜職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

989,220

－

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構東海職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,955,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構静岡職業訓練支援センター（静岡職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,796,628

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構東海職業能力開発大学校附属浜松職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,012,152

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構愛知職業訓練支援センター（中部職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,081,080

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構中部職業能力開発促進センター名古屋港湾
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
労働分所機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,111,320

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構三重職業訓練支援センター（三重職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,091,280

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構单伊勢職業能力開発促進センター機械警備
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,005,920

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構滋賀職業訓練支援センター（滋賀職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,285,200

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,480,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構京都職業訓練支援センター（京都職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 東区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,732,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構近畿職業能力開発大学校附属京都職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,330,560

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構大阪職業訓練支援センター（関西職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

2,092,860

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構関西職業能力開発促進センター大阪港湾労
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
働分所機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

504,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構近畿職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,055,060

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構兵庫職業訓練支援センター（兵庫職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,598,940

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構加古川職業能力開発促進センター機械警備
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,005,920

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構港湾職業能力開発短期大学校神戸校機械警
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

617,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構奈良職業訓練支援センター（奈良職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,035,720

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構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）機械警備保安業務委
託

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

831,600

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構島根職業訓練支援センター（島根職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,913,940

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構中国職業能力開発大学校附属島根職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,073,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構岡山職業訓練支援センター（岡山職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,610,280

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構中国職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,018,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構広島職業訓練支援センター（広島職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,664,460

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構中国職業能力開発大学校附属福山職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,047,060

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構山口職業訓練支援センター（山口職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,963,080

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 セコム（株）
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

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構徳島職業訓練支援センター（徳島職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,148,364

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構香川職業訓練支援センター（香川職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,555,848

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構四国職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,018,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構愛媛職業訓練支援センター（愛媛職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,043,904

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構高知職業訓練支援センター（高知職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

841,680

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構四国職業能力開発大学校附属高知職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発短期大学校機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,055,060

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構福岡職業訓練支援センター（八幡職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,598,940

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構飯塚職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

1,694,700

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構九州職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,190,700

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構佐賀職業訓練支援センター（佐賀職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,335,600

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構長崎職業訓練支援センター（長崎職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

979,020

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構佐世保職業能力開発促進センター機械警備
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,864,548

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 際田 博巳
支援機構
（株）ホームセキュ
構熊本職業訓練支援センター（熊本職業能力
平成25年4月1日
熊本市中央区本山２丁目
契約担当役理事 桑原 幸治
リティ熊本
開発促進センター）機械警備保安業務委託
７番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

504,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 西川 尚希
支援機構
構荒尾職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 （株）キューネット 熊本市中央区帯山４－１
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

677,880

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構大分職業訓練支援センター（大分職業能力
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,045,800

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構宮崎職業訓練支援センター（宮崎職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

956,340

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構延岡職業能力開発促進センター機械警備保
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
安業務委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,012,536

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構鹿児島職業訓練支援センター（鹿児島職業
能力開発促進センター）機械警備保安業務委
託

備

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
（株）ガードシステ
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
ム鹿児島
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 上拾石 秀
一
鹿児島市新屋敷町２６番
地８

一般競争入札

－

856,800

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
（株）ガードシステ
構九州職業能力開発大学校附属川内職業能力
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
ム鹿児島
開発短期大学校機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 上拾石 秀
一
鹿児島市新屋敷町２６番
地８

一般競争入札

－

1,134,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
支援機構
構沖縄職業訓練支援センター（沖縄職業能力
平成25年4月1日 セコム（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
開発促進センター）機械警備保安業務委託
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 前田
修司
渋谷区神宮前１－５－１

一般競争入札

－

535,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構沖縄職業能力開発大学校機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,296,728

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 青山 幸恭
支援機構
構障害者職業総合センター機械警備保安業務
平成25年4月1日 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１丁目６番６
契約担当役理事 桑原 幸治
委託
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,864,800

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム 支援機構
日立キャピタル
平成25年4月1日
（近畿職業能力開発大学校）の賃貸借
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

一般競争入札

－

122,913,000

－

（60ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（中国職業能 支援機構
代表取締役 有川 貞広
平成25年4月1日 リコーリース（株）
力開発大学校）の賃貸借
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区東雲１－７－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

67,977,000

－

（60ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム 支援機構
東京センチュリー
平成25年4月1日
（九州職業能力開発大学校）の賃貸借
契約担当役理事 桑原 幸治
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

情報機器第一部長 柴田
和広
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

145,130,580

－

（60ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム 支援機構
東京センチュリー
平成25年4月1日
（沖縄職業能力開発大学校）の賃貸借
契約担当役理事 桑原 幸治
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

情報機器第一部長 柴田
和広
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

129,365,460

－

（60ヵ月）

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（大阪職業訓 支援機構
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 前田 幸一
平成25年4月1日
練支援センター）の賃貸借
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
港区芝浦１－２－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

87,516,444

－

北海道ブロック統括事務所等清掃業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
エムエムエスマン 代表取締役 堂守 貴志
支援機構
平成25年4月1日 ションマネージメン 札幌市中央区单1条西４
契約担当役理事 桑原 幸治
トサービス（株） －２０
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

913,500

－

施設管理業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）清光社
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

一般競争入札

－

46,147,500

－

カラー複合機のリース及び保守

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
日通商事（株）東京
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
支店
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

文書保管に係る貸倉庫

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
取締役社長 松本 俊武
支援機構
平成25年4月1日 日本埠頭倉庫（株） 横浜市中区北沖通二丁目
契約担当役理事 桑原 幸治
１７番地
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

障害者職業総合センター植栽管理業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 大久保
支援機構
平成25年4月1日 環境サービス（有） 義
契約担当役理事 桑原 幸治
市原市押沼１８１番
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

代表取締役社長
俊典

備

考

（60ヵ月）

岩澤

横浜市中区山下町１番地
シルクセンター内
執行役員支店長 大岡
澄夫
港区海岸一丁目１４番２
２号

一般競争入札

－

保守契約：ﾓﾉｸﾛ@1.35円×
14,100枚×60月×1.05、ｶﾗｰ
@10.00円×2,850枚×60月×
1.05

12,135,060

－

卖価契約(36ヵ月)
保管料1箱@51.45円
入出庫料（入庫・出庫各１
箱）@31.5円 ほか

－

1,206,444

－

100,537円/月(24ヵ月)

－

778,869

眞

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
障害者雇用助成金システムの運用・保守業務
平成25年4月1日 （株）ＰＵＣ
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

代表取締役 小山 隆
新宿区西新宿六丁目５番
１号

一般競争入札

－

5,827,500

－

485,625円/月（24ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高度職業能力開発促進センター及び障害者職 支援機構
平成25年4月1日 三精輸送機（株）
業総合センター昇降機保守業務
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

東京支店長 荻野 均
新宿区新宿四丁目３番１
７号

一般競争入札

－

5,985,000

－

498,750円/月(36ヵ月)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高度職業能力開発促進センター及び障害者職 支援機構
平成25年4月1日 扶桑電通（株）
業総合センター構内交換電話設備保守業務
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

千葉営業所所長 工藤
純一
千葉市中央区新田町５－
１０

一般競争入札

－

1,638,000

－

136,500円/月(36ヵ月)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
一般社団法人アット 理事長 名塚 明
高度職業能力開発促進センター及び障害者職 支援機構
平成25年4月1日 テクノロジー技術者 横浜市鶴見区菅沢町５－
業総合センター冷温水発生機保守点検業務
契約担当役理事 桑原 幸治
協会
１７
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,829,750

－

2,829,750円/年(2年)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高度職業能力開発促進センター及び障害者職
代表取締役 堀込 宏行
支援機構
アイ・ビー・テクノ
業総合センター中央監視装置及び自動制御装
平成25年4月1日
世田谷区代田３丁目３６
契約担当役理事 桑原 幸治
ス（株）
置保守点検業務
番３号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

4,137,000

－

4,137,000円/年(2年)

複合機の賃貸借及び保守業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
（株）リコー
平成25年4月1日
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

代表取締役 近藤 史朗
大田区中馬込１－３－６

一般競争入札

－

6,872,040

－

賃貸借：1785円/月
保守：モノクロ0.5円/枚
カラー4.54円/枚

職員用端末パソコンのリース

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
東京センチュリー
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 浅田 俊一
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

621,009

－

賃貸借：53,382円/月(60ヵ
月)

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

雇用促進住宅管理等業務（第１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

797,485,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

40,624,920

－

雇用促進住宅管理等業務（第３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
太平ビルサービス
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 狩野
伸彌
新宿区西新宿６丁目２２
－１

一般競争入札

－

42,657,300

－

雇用促進住宅管理等業務（第４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,036,050

－

雇用促進住宅管理等業務（第５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

22,988,700

－

雇用促進住宅管理等業務（第６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

37,042,950

－

雇用促進住宅管理等業務（第７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,243,692,450

－

雇用促進住宅管理等業務（第８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

18,417,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
太平ビルサービス
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 狩野
伸彌
新宿区西新宿６丁目２２
－１

一般競争入札

－

22,018,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

20,991,600

－

雇用促進住宅管理等業務（第１１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

46,757,760

－

雇用促進住宅管理等業務（第１２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

34,492,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,431,900

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

雇用促進住宅管理等業務（第１４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

18,763,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

26,365,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

27,045,900

－

雇用促進住宅管理等業務（第１７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,664,868,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

13,786,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第１９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

23,211,300

－

雇用促進住宅管理等業務（第２０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 坂本 哲司
支援機構
フジホテルサービス
平成25年4月1日
甲府市池田一丁目５番９
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

15,283,800

－

雇用促進住宅管理等業務（第２１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

32,367,300

－

雇用促進住宅管理等業務（第２２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

29,449,980

－

雇用促進住宅管理等業務（第２３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ホクタテ
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

代表取締役 酒井 正秋
富山市中野新町一丁目２
番１０号

一般競争入札

－

35,647,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第２４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ホクタテ
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

代表取締役 酒井 正秋
富山市中野新町一丁目２
番１０号

一般競争入札

－

26,722,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第２５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ホクタテ
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

代表取締役 酒井 正秋
富山市中野新町一丁目２
番１０号

一般競争入札

－

18,847,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第２６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

20,930,700

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

雇用促進住宅管理等業務（第２７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

39,936,750

－

雇用促進住宅管理等業務（第２８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 森山 裕之
支援機構
アネシスＳＢＭマネ
平成25年4月1日
千代田区神田小川町３－
契約担当役理事 桑原 幸治
ジメント
３
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

32,728,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第２９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

45,682,350

－

雇用促進住宅管理等業務（第３０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,541,085,050

－

雇用促進住宅管理等業務（第３１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

34,151,250

－

雇用促進住宅管理等業務（第３２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

45,017,700

－

雇用促進住宅管理等業務（第３３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

25,513,950

－

雇用促進住宅管理等業務（第３４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ＫＢＳ
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

代表取締役 寺嶋 圭一
大和高田市神楽３丁目１
１番９号

一般競争入札

－

24,122,700

－

雇用促進住宅管理等業務（第３５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ＫＢＳ
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

代表取締役 寺嶋 圭一
大和高田市神楽３丁目１
１番９号

一般競争入札

－

6,678,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第３６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,754,648,700

－

雇用促進住宅管理等業務（第３７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ＫＢＳ
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

代表取締役 寺嶋 圭一
大和高田市神楽３丁目１
１番９号

一般競争入札

－

39,967,200

－

雇用促進住宅管理等業務（第３８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

31,290,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第３９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

37,096,500

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

雇用促進住宅管理等業務（第４０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）ＫＢＳ
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

代表取締役 寺嶋 圭一
大和高田市神楽３丁目１
１番９号

一般競争入札

－

10,924,200

－

雇用促進住宅管理等業務（第４１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

27,988,800

－

雇用促進住宅管理等業務（第４２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

11,765,250

－

雇用促進住宅管理等業務（第４３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

22,022,700

－

雇用促進住宅管理等業務（第４４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

9,847,530

－

雇用促進住宅管理等業務（第４５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
太平ビルサービス
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 狩野
伸彌
高知市駅前町１番８号

一般競争入札

－

9,975,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第４６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

20,393,100

－

雇用促進住宅管理等業務（第４７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,027,650

－

雇用促進住宅管理等業務（第４８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

36,330,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第４９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

35,177,100

－

雇用促進住宅管理等業務（第５０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,728,907,950

－

雇用促進住宅管理等業務（第５１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

48,749,400

－

雇用促進住宅管理等業務（第５２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 森山 裕之
支援機構
アネシスＳＢＭマネ
平成25年4月1日
千代田区神田小川町３－
契約担当役理事 桑原 幸治
ジメント
３
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

34,123,950

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

雇用促進住宅管理等業務（第５３号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,180,231,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第５４号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

27,025,950

－

雇用促進住宅管理等業務（第５５号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

29,095,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第５６号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

12,962,250

－

雇用促進住宅管理等業務（第５７号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

23,373,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第５８号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

19,120,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第５９号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 森山 裕之
支援機構
アネシスＳＢＭマネ
平成25年4月1日
千代田区神田小川町３－
契約担当役理事 桑原 幸治
ジメント
３
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

4,723,950

－

雇用促進住宅管理等業務（第６０号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
理事長 櫻井 治雄
支援機構
一般財団法人ＳＫ総
平成25年4月1日
千代田区鍛冶町２丁目２
契約担当役理事 桑原 幸治
合住宅サービス協会
番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

7,077,000

－

雇用促進住宅管理等業務（第６１号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

10,804,500

－

雇用促進住宅管理等業務（第６２号）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）東武
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

代表取締役社長 中島
照夫
仙台市青葉区中央二丁目
８番１３号

一般競争入札

－

7,408,800

－

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

5,970,338

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
福島職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
する電気の需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

15,062,444

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
新潟職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

一般競争入札

－

17,189,931

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岩手職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
茨城職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,264,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
栃木職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

42,984,860

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
群馬職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

10,152,471

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
埼玉職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

12,140,125

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表者 一色 誠一
千葉職業訓練支援センターほか５施設で使用 支援機構
ＪＸ日鉱日石エネル
平成25年4月1日
千代田区大手町二丁目６
する電気の需給
契約担当役理事 桑原 幸治
ギー（株）
番３号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

99,164,158

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
神奈川職業訓練支援センターほか２施設で使 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
用する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

42,599,855

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発総合大学校（小平キャンパス） 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
ほか１施設で使用する電気の需給
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

62,680,332

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
山梨職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

5,544,094

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
富山職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 北陸電力（株）
する電気の需給
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

代表取締役社長 久和
進
富山市牛島町１５番１号

一般競争入札

－

30,380,337

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
石川職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

14,275,743

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
福井職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

4,057,501

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
長野職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

7,550,847

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岐阜職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

21,933,957

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
静岡職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

18,466,183

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
愛知職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

22,106,234

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
三重職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 丸紅（株）
する電気の需給
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

代表取締役 朝田 照男
千代田区大手町１丁目４
番２号

一般競争入札

－

9,714,859

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
滋賀職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

19,795,897

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
京都職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

24,079,819

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
大阪職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

57,713,248

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
兵庫職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
契約担当役理事 桑原 幸治
する電気の需給
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

27,618,197

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
奈良職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

6,100,294

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
和歌山職業訓練支援センターで使用する電気 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

5,509,487

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
鳥取職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

9,416,413

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
島根職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

18,862,146

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岡山職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

29,320,202

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
広島職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

22,598,769

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
山口職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

6,811,520

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
徳島職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

6,659,574

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
愛媛職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

6,745,331

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
福岡職業訓練支援センターほか２施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

43,699,226

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
佐賀職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

7,176,104

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
長崎職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
する電気の需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

14,047,577

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
熊本職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
契約担当役理事 桑原 幸治
する電気の需給
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

14,868,828

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 渡邉 博
大分職業訓練支援センターで使用する電気の 支援機構
平成25年4月1日 イーレックス（株） 中央区日本橋本石町三丁
需給
契約担当役理事 桑原 幸治
目３番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

8,828,896

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
宮崎職業訓練支援センターほか１施設で使用 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

9,685,680

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
鹿児島職業訓練支援センターほか１施設で使 支援機構
平成25年4月1日 （株）エネット
用する電気の需給
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

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

一般競争入札

－

20,834,780

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２４事業年度財務諸表等作成に係る支援 支援機構
監査法人ブレイン
平成25年4月1日
業務
契約担当役理事 桑原 幸治
ワーク
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表社員 小林 俊一
千代田区内幸町２－２－
２

一般競争入札

－

2,301,600

－

管理系システム運用管理業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年4月1日 東芝情報機器（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

25,956,000

－

業務系システム運用管理業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）フォース
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

一般競争入札

－

21,798,000

－

代表取締役社長 藤田
寿彦
新宿区下落合１丁目５番
２２号

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

ネットワーク関連機器等の保守

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
－１２

一般競争入札

－

4,440,996

－

施設経理システム用プリンタの保守

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年4月1日 東芝情報機器（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,728,720

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 黒川
雇用促進住宅管理システムに係る機器等保守 支援機構
平成25年4月1日 日本ユニシス（株） 茂
業務
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲一丁目１－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

7,711,200

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 黒川
雇用促進住宅管理システム等に係る平成２５ 支援機構
平成25年4月1日 日本ユニシス（株） 茂
年度運用管理業務
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲一丁目１－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

17,010,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 恩田
情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官業務（最 支援機構
饒
平成25年4月1日 ＩＴｂｏｏｋ（株）
適化、監査、セキュリティ等担当）
契約担当役理事 桑原 幸治
文京区大塚二丁目１５－
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
６

一般競争入札

－

11,340,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度給与支払明細書等に係る集荷・ 支援機構
平成25年4月1日 日本郵便（株）
発送業務
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

美浜郵便局郵便局長 木
村 亞人
千葉市美浜区真砂４－１
－１

一般競争入札

－

1,356,327

－

平成２５年度自動車保険

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
日本興亜損害保険
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

取締役社長 二宮 雅也
千代田区霞が関３－７－
３

一般競争入札

－

6,919,700

－

平成２５年度賠償責任保険

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
日本興亜損害保険
平成25年4月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

取締役社長 二宮 雅也
千代田区霞が関３－７－
３

一般競争入札

－

1,250,500

－

代表取締役社長 丸尾
和明
港区新橋二丁目２０番１
５号

一般競争入札

－

36,963,780

－

卖価契約
@6,510円/泊

卖価契約
胸部Ｘ線検査（間接又は直
接撮影）@1,050円 ほか

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成２５年度職員研修に係る宿泊施設の調達
平成25年4月1日 （株）日本旅行
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表理事 長田 功
支援機構
公益財団法人結核予
平成25年4月1日
千代田区三崎町一丁目３
契約担当役理事 桑原 幸治
防会
番１２号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

5,994,051

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
常務取締役公共基盤営業
支援機構
富士通エフ・アイ・
障害者雇用納付金システム等の運用管理業務
平成25年4月1日
本部長 天井 信夫
契約担当役理事 桑原 幸治
ピー（株）
港区芝浦１－２－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

8,391,600

－

平成２５年度定期健康診断業務（千葉県）

公財

1.国所管

5

平成２５年度コピー用紙の調達

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）リコー
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

代表取締役 近藤 史朗
大田区中馬込１－３－６

一般競争入札

－

50,452,479

－

A3:1,290円/箱
A4:1,090円/箱
B4：1,570円/箱

平成２５年度事務用消耗品の調達

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 （株）カウネット
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

代表取締役 八十 卓司
港区海岸３－２０－２０

一般競争入札

－

39,459,421

－

卖価契約（144種）

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
啓発誌２種（「エルダ―」「働く広場」）の 支援機構
平成25年4月1日 サンメッセ（株）
印刷
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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

代表取締役社長 田中
義一
大垣市久瀬川町７丁目５
番地の１

一般競争入札

－

28,847,763

－

美浜郵便局 局長 木村
亞人
千葉市美浜区真砂四丁目
１番１号

一般競争入札

－

3,738,492

－

卖価契約
ﾒｰﾙ便等@75円

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 板倉 秀秋
高齢・障害者雇用支援センタープリンタ用消 支援機構
（株）シューエイ商
平成25年4月1日
千葉市中央区亀井町４番
耗品の購入（平成２５年度上半期分）
契約担当役理事 桑原 幸治
行
１５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

5,174,841

－

卖価契約
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ CL111B 17,670
円(税別)/個 ほか

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 中川 一夫
支援機構
（株）日産カーレン
平成25年4月1日
千葉市美浜区中瀬２丁目
契約担当役理事 桑原 幸治
タルソリューション
６番
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

10,684,548

－

卖価契約
3,969円/回

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
事業所台帳システム用クライアント端末等の 支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年4月1日
保守
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
－１２

一般競争入札

－

3,767,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
高齢者給付金システムの運用管理・保守業務
平成25年4月1日 富士通（株）
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

官公庁営業本部 第四統
括営業部長 江藤 孝宏
港区東新橋一丁目５番２
号

一般競争入札

－

8,456,910

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
「第２１回職業リハビリテーション研究発表 支援機構
平成25年4月1日 （株）ステージ
会」の会場設営、撤去及び運営等の委託業務 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

代表取締役 松本 義一
豊島区高松１丁目１番１
１号

一般競争入札

－

9,751,350

－

荷物運送業務

平成２５年度レンタカー賃貸借

機構本部設置プリンター用消耗品の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年4月1日 日本郵便（株）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 村上 知司
支援機構
ジャパン・ビジネ
平成25年4月9日
千代田区岩本町一丁目１
契約担当役理事 桑原 幸治
ス・サプライ（株）
４番５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,794,428

－

卖価契約
トナー（ブラック） 13,200
円(税別)/個 ほか

賃貸借：129,948円/月(60ヵ
月)
保守：4,557円/月(60ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用支援システムに係る端末の賃貸借 支援機構
東京センチュリー
平成25年4月17日
及び保守業務
契約担当役理事 桑原 幸治
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 浅田 俊一
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

1,479,555

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
新経理システム導入に係る仕様書作成・工程 支援機構
アビームコンサル
平成25年4月17日
管理支援等業務
契約担当役理事 桑原 幸治
ティング（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 岩澤
俊典
千代田区有楽町１－１０
－１

一般競争入札

－

44,100,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
公開ホームページに係るコンテンツ更新業務
平成25年5月1日 （株）ＳＡＹ企画
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

代表取締役 切田 精一
豊島区東池袋１丁目４８
番１０号

一般競争入札

－

4,094,853

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
ウイルスパターン配信・資源等配布用サーバ 支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年5月1日
の保守
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
－１２

一般競争入札

－

5,821,200

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年5月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
－１２

一般競争入札

－

2,738,274

－

事業所情報システムサーバの保守

ほか

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年5月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
－１２

一般競争入札

－

3,505,887

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
経理システムサーバ及び経理システム用パソ 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年5月1日 東芝情報機器（株）
コン等の保守
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,342,682

－

代表取締役
三浦 善
司
大田区中馬込一丁目３番
６号

一般競争入札

－

554,526

－

支社長 坪井 由明
千葉市中央区中央１－１
１－１

一般競争入札

－

2,163,000

－

訓練コース情報提供システムサーバの保守

複写機の賃貸借及び保守業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年5月16日 （株）リコー
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高度職業能力開発促進センター及び障害者職 支援機構
ホーチキ（株）
平成25年5月17日
業総合センター消防用設備点検等業務
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉支社
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

備

考

卖価契約
賃貸借：420円/月
保守：0.47円/枚

平成２５年度プリンタートナー等の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡崎
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年5月21日
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

6,559,350

－

卖価契約
大容量ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ）
20,000円(税別)/個 ほか

人事評価Webシステム構築業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
（株）ケー・
平成25年5月24日
契約担当役理事 桑原 幸治
ディー・シー
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

21,330,750

－

履行期間：H25.6.3H26.5.31

代表取締役 髙栁 公康
港区虎ノ門４丁目２番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用優良事業所等全国表彰式及び障害
支援機構
者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示会
平成25年5月31日 （株）ムラヤマ
契約担当役理事 桑原 幸治
企画・運営、会場設営等業務（東京会場）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 日下部 肇
一般競争入札（総合
文京区後楽２丁目２３番
評価）
１０号

－

6,720,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高年齢者雇用開発フォーラム（平成２５年度
支援機構
高年齢者雇用開発コンテスト表彰式）開催に
平成25年6月7日 飯野海運（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
係る会場借上等業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 関根
知之
千代田区内幸町２丁目１
番１号

一般競争入札

－

1,365,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展
（株）ダブリュファ 代表取締役 伊東 桂子
支援機構
示会企画・会場設営、会場運営業務（地方３
平成25年6月13日 イブ・スタッフサー 名古屋市中村区名駅５丁
契約担当役理事 桑原 幸治
会場）
ビス
目４番１４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

909,930

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
社会福祉法人東京コ 所長 湯浅 克己
平成２５年版障害者職業生活相談員資格認定 支援機構
平成25年6月19日 ロニー 東京都大田 大田区大森西２丁目２２
講習テキストの印刷等業務
契約担当役理事 桑原 幸治
福祉工場
番２６号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,622,375

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
事業所台帳システム及び給付金システムの動 支援機構
みずほ情報総研
平成25年6月27日
作検証及び修正業務
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 西澤
順一
千代田区神田錦町二丁目
３番地

一般競争入札

－

4,147,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
ＮＥＣネクサソ
就労支援機器・リファレンスサービスホーム 支援機構
平成25年6月28日 リューションズ
ページに係るコンテンツ更新業務
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 鈴木
良隆
港区三田一丁目４番２８
号

一般競争入札

－

8,752,275

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
雇用促進住宅の耐震診断実施のための統一仕
支援機構
（株）土屋建築研究
様作成等業務及び耐震診断結果のとりまとめ
平成25年7月1日
契約担当役理事 桑原 幸治
所
等並びに改修方法の提案等業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 土屋 正
新宿区西新宿６－１４－
１新宿グリーンタワービ
ル４Ｆ

一般競争入札

－

11,235,000

－

卖価契約
HTML作成1件あたり5,775円
（機器）、5,355円（ﾘﾌｧﾚﾝ
ｽ） ほか

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

備

考

複合機の賃貸借及び保守業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
コニカミノルタビジ 官需部長 坂本 浩
支援機構
平成25年7月17日 ネスソリュ－ション 中央区日本橋本町１丁目
契約担当役理事 桑原 幸治
ズ（株)
５番４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,573,913

－

保守料：ﾓﾉｸﾛ@0.73円×
12,000枚×47台×60月×
1.05、ｶﾗｰ@8.00円×600枚×
47台×60月×1.05
ﾘｰｽ料：@269,921円／月(60
月）

経理システム運用サポート業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
取締役社長 影山 岳志
支援機構
平成25年7月26日 東芝情報機器（株） 江東区豊洲５丁目６番１
契約担当役理事 桑原 幸治
５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,937,200

－

1,242,150円／月（8ヵ月）

高年齢者雇用支援月間に係る新聞広告の企
画、掲載

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
会長 佐藤 剛
支援機構
全国地方新聞社連合
一般競争入札（総合
平成25年7月31日
港区東新橋二丁目４番６
契約担当役理事 桑原 幸治
会
評価）
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

11,550,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
事業所台帳システム用クライアント端末等の 支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年8月6日
保守
契約担当役理事 桑原 幸治
リューション（株） 千代田区外神田６丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

1,883,700

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
公共・ＮＴＴ営業本部長
障害者雇用支援システム用トナーカートリッ 支援機構
キャノンマーケティ 岩間 肇
平成25年8月6日
ジの整備
契約担当役理事 桑原 幸治
ングジャパン（株） 港区港单２丁目１６番６
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
号

一般競争入札

－

2,937,060

－

小型乗用自動車の交換購入 ９台
（地域障害者職業センター公用車）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岩村 哲夫
支援機構
一般競争入札（総合
平成25年8月6日 本田技研工業（株） 港区单青山二丁目１番１
契約担当役理事 桑原 幸治
評価）
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

10,675,630

－

軽乗用自動車の交換購入 ２１台
（地域障害者職業センター公用車）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年8月6日 スズキ（株）
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

直納部長 小坂 暢裕
新宿区大京町２３の２

一般競争入札（総合
評価）

－

18,399,530

－

グループウェアのシステム改修業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年8月8日 富士通（株）
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

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
港区東新橋１丁目５番２
号

一般競争入札

－

3,996,300

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発勘定等に係る経理システム新環 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年8月12日 東芝情報機器（株）
境動作検証作業
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,999,990

－

職員宿舎の土地保全業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表者 村木 保吉
支援機構
村木土地家屋調査士
平成25年8月15日
江東区亀戸６－５５－１
契約担当役理事 桑原 幸治
事務所
９ルミエール６Ｆ
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,625,000

－

人事管理システム新環境動作検証等業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年8月26日 東芝情報機器（株）
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,522,500

－

－

29,907,150

－

－

1,680,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
伊藤忠テクノソ
支援機構
基幹ネットワーク統合に係るＰＭＯ支援業務
平成25年8月27日 リューションズ
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高度職業能力開発促進センター敷地一部処分 支援機構
平成25年8月28日 （株）オオバ
計画策定業務
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

代表取締役
菊地
哲
一般競争入札（総合
千代田区霞が関３－２－
評価）
５

代表取締役 大場 明憲
目黒区青葉台４－４－１
２－１０１

一般競争入札

627,900円／月（3ヵ月）

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
事業所台帳システム用端末等のリプレイスに 支援機構
（株）日本ユニテッ 代表取締役 中島 実
平成25年8月28日
係る設定等業務
契約担当役理事 桑原 幸治
ク
港区虎ノ門３－８－２７
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

考

－

14,490,000

－

代表取締役 藤澤 士朗
一般競争入札（総合
荒川区西日暮里二丁目４
評価）
０番１０号

－

9,981,300

－

一部卖価契約 変動費1件あ
たり\420×3,000件、固定費
\8,721,300

代表取締役 浅田 俊一
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

5,243,112

－

296,352円／月（48ヵ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２６年度専門課程一般入校試験問題作成 支援機構
平成25年8月30日 （株）旺文社
業務
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

代表取締役社長 生駒
大壱
新宿区横寺町５５

一般競争入札

－

1,848,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度専門性拡大研修（職業大専門課 支援機構
（株）共立メンテナ
平成25年8月30日
程）に係る宿泊施設の調達
契約担当役理事 桑原 幸治
ンス
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長
佐藤 充孝
千代田区外神田２－１８
－８

一般競争入札

－

8,112,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
常務取締役公共基盤営業
支援機構
富士通エフ・アイ・
平成25年8月30日
本部長 天井 信夫
契約担当役理事 桑原 幸治
ピー（株）
港区芝浦１丁目２番１号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

26,040,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
「７０歳雇用時代における一貫した人事管理
支援機構
（株）サーベイリ
のあり方研究委員会」に係るアンケート調査
平成25年8月28日
契約担当役理事 桑原 幸治
サーチセンター
の印刷・発送・集計等業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

リワーク支援用パソコン及びプリンタ等の
リース

障害者雇用納付金システム改修業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
東京センチュリー
平成25年8月30日
契約担当役理事 桑原 幸治
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
事業所台帳システム用端末等のリプレイスに 支援機構
東京センチュリー
平成25年9月3日
契約担当役理事 桑原 幸治
係る機器の調達（賃貸借）
リース（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

備

代表取締役 浅田 俊一
千代田区神田練塀町３番
地

一般競争入札

－

2,836,638

－

事業所台帳システムの改修業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
みずほ情報総研
平成25年9月3日
契約担当役理事 桑原 幸治
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 西澤
順一
千代田区神田錦町二丁目
３番地

一般競争入札

－

24,987,270

－

平成26年刊行分外国雑誌の整備

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
所長 大谷 茂樹
支援機構
（株）紀伊國屋書店
平成25年9月6日
千葉市花見川区幕張本郷
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉営業所
１丁目１１番９号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,428,036

－

代表取締役 田 一輝
中央区八丁堀４－１２－
７

一般競争入札

－

5,040,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
雇用促進住宅管理事務所等の業務用パソコン 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年9月17日 東芝情報機器（株）
に係るＯＳの更新等業務
契約担当役理事 桑原 幸治
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

7,140,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームペー 支援機構
代表取締役 力武 寛
一般競争入札（総合
平成25年9月17日 （株）オーエムシー
ジ改修業務
契約担当役理事 桑原 幸治
新宿区四谷４丁目３番地
評価）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

2,457,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
人事評価Ｗｅｂシステム機器整備及び保守等 支援機構
（株）ケー・デー・ 代表取締役 高栁 公康
平成25年9月19日
業務
契約担当役理事 桑原 幸治
シー
港区虎ノ門４－２－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

22,087,800

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高齢・障害者雇用支援勘定等に係る経理シス 支援機構
（株）プロフェー
平成25年9月6日
テム新環境動作検証
契約担当役理事 桑原 幸治
ス・システムズ
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

リース料：467,250円／月
（60ヵ月）
保守料：5,523円／月（60ヵ
月）

H26.1.1～H29.3.31

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
特定技能指導員講習（視覚障害者に対する情 支援機構
社会福祉法人日本盲 理事長 二瓶 隆一
一般競争入札（総合
平成25年9月25日
報関連技術指導員養成講習）業務
契約担当役理事 桑原 幸治
人職能開発センター 新宿区本塩町７番地３号
評価）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

2,439,952

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 梨木
第34回全国障害者技能競技大会技能競技等実 支援機構
平成25年9月26日 テクノレント（株） 隆志
施用パソコン及びプリンタの賃借等
契約担当役理事 桑原 幸治
品川区勝島１－５－２１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,681,790

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（旭川職業能 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

27,226,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（岩手職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,714,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（山形職業訓 支援機構
平成25年10月1日 大東産商（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

25,095,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（栃木職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

27,667,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（新潟職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
練支援センター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

23,677,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（富山職業訓 支援機構
平成25年10月1日 興共産業（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 水上 修
千葉市稲毛区轟町１－４
－２１

一般競争入札

－

36,729,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（福井職業訓 支援機構
平成25年10月1日 大東産商（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

24,990,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（岐阜職業訓 支援機構
平成25年10月1日 興共産業（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 水上 修
千葉市稲毛区轟町１－４
－２１

一般競争入札

－

27,111,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（滋賀職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

24,118,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（京都職業訓 支援機構
平成25年10月1日 大東産商（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

26,670,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（大阪職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

45,622,500

－

備

考

ＤＴＰ技能競技・技能デモ
ンストレーション用パソコ
ン１台あたり15,340円ほか

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（和歌山職業 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

26,470,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（山口職業訓 支援機構
平成25年10月1日 大東産商（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

27,510,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（徳島職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,116,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（高知職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,462,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（福岡職業訓 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

24,654,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（佐世保職業 支援機構
平成25年10月1日 興共産業（株）
能力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 水上 修
千葉市稲毛区轟町１－４
－２１

一般競争入札

－

27,195,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（熊本職業訓 支援機構
平成25年10月1日 大東産商（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
練支援センター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

24,906,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（マシニングセンタ（荒尾職業能 支援機構
富士エンタープライ
平成25年10月1日
中央区東日本橋２－１６
力開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

24,412,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（滋賀職業能 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,767,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（マシニングセンタ（川内職業能 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

27,688,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（高能率マシニングセンタ（近畿 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

50,694,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（高能率マシニングセンタ（四国 支援機構
平成25年10月1日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

49,308,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（NC旋盤（岩手職業訓練支援セン 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
ター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

14,605,500

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（NC旋盤（山形職業訓練支援セン 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
ター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

12,568,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（NC旋盤（新潟職業訓練支援セン 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
ター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

12,999,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（NC旋盤（滋賀職業訓練支援セン 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
ター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

14,101,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（神奈川職業 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

27,237,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（福岡職業訓 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

24,097,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（秋田職業能 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

24,076,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（近畿職業能 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
力開発大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

23,971,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（島根職業能 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

22,942,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（四国職業能 支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,662,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ターニングセンタ（川内職業能 支援機構
平成25年10月2日 大東産商（株）
力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

22,470,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
支援機構
平成25年10月2日 関東物産（株）
（君津職業能力開発促進センター））の購入 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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,519,500

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（新潟職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 関東物産（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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

20,979,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（三重職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 大東産商（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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

20,968,500

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（鳥取職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 （株）紅和
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

21,262,500

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（島根職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 大東産商（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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

20,685,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（徳島職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 （株）紅和
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

22,365,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（高知職業訓練支援センター））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月2日 興共産業（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

代表取締役 水上 修
千葉市稲毛区轟町１－４
－２１

一般競争入札

－

21,966,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 瀬尾 忠治
平成25年度職業能力開発施設の総合耐震診断 支援機構
（株）阿波設計事務
平成25年10月3日
大阪市浪速区元町２－２
業務（中国・四国ブロック）
契約担当役理事 丸岡 政文
所
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

34,650,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度職業能力開発施設の総合耐震診断 支援機構
平成25年10月3日 （株）綜企画設計
業務（沖縄ブロック）
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

沖縄支店支店長 首藤
敏彦
那覇市曙２－２６－６

一般競争入札

－

15,645,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（青森職業能力開発短期大学校））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月3日 （株）紅和
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

23,205,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（石川職業能力開発短期大学校））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月3日 関東物産（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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

20,569,500

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（福山職業能力開発短期大学校））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月3日 関東物産（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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

21,714,000

－

訓練用機器（ＮＣワイヤカット放電加工機
（四国職業能力開発大学校））の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月3日 関東物産（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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

23,541,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（山形職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

12,768,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（群馬職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,929,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（山梨職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

41,916,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（松本職業能力開発促 支援機構
平成25年10月3日 （株）紅和
進センター））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

28,297,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（静岡職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

13,912,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（单伊勢職業能力開発 支援機構
平成25年10月3日 （株）HATO
促進センター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

26,733,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（京都職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 （株）HATO
ンター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

26,848,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（鳥取職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

45,769,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（米子職業能力開発促 支援機構
平成25年10月3日 （株）紅和
進センター））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

27,594,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（岡山職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
ンター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

13,356,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（山口職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 （株）HATO
ンター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

13,587,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（佐世保職業能力開発 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
促進センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,792,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（熊本職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

45,811,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（宮崎職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月3日 （株）HATO
ンター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

20,454,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（関東職業能力開発大 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

20,496,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（浜松職業能力開発短 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

34,303,500

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（高知職業能力開発短 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

26,166,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（九州職業能力開発大 支援機構
平成25年10月3日 関東物産（株）
学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

34,188,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（汎用フライス盤（茨城職業訓練 支援機構
平成25年10月4日 関東物産（株）
支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

9,429,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（汎用フライス盤（群馬職業訓練 支援機構
富士エンタープライ
平成25年10月4日
中央区東日本橋２－１６
支援センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

18,028,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（汎用フライス盤（富山職業訓練 支援機構
平成25年10月4日 （株）紅和
支援センター））の購入
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

－

71,158,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（汎用フライス盤（松本職業能力 支援機構
富士エンタープライ
平成25年10月4日
中央区東日本橋２－１６
開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,203,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（汎用フライス盤（山口職業訓練 支援機構
平成25年10月4日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
支援センター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

20,527,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（汎用フライス盤（高知職業訓練 支援機構
富士エンタープライ
平成25年10月4日
中央区東日本橋２－１６
支援センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,087,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（汎用フライス盤（浜松職業能力 支援機構
平成25年10月4日 関東物産（株）
開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,866,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（平面研削盤（京都職業訓練支援 支援機構
平成25年10月4日 関東物産（株）
センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

10,311,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（埼玉職業訓練支援セ 支援機構
平成25年10月4日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

6,993,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度職業能力開発施設の総合耐震診断 支援機構
平成25年10月8日 （株）上坂設計
業務（近畿・中部・外3ブロック）
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

代表取締役 上坂 成輝
大阪市北区太融寺町３－
２４

一般競争入札

－

26,775,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年10月9日
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株） 千代田区外神田６丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

1,073,520

－

本部事務用プリンタ更新及び保守業務

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

備

考

保守料：@30,135円／月(53
月）

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 土屋 正
平成25年度職業能力開発施設の総合耐震診断 支援機構
（株）土屋建築研究
平成25年10月9日
新宿区西新宿６－１４－
業務（九州ブロック）
契約担当役理事 丸岡 政文
所
１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

34,650,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
札幌市北区・手稲区及び小樽市に所在する雇
支援機構
用促進住宅耐震診断業務（北海道ブロック
平成25年10月10日 （株）あい設計
契約担当役理事 丸岡 政文
１）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

東京支社支社長 山田
隆一
江東区亀戸２－２６－１
０

一般競争入札

－

31,290,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
札幌市西区・豊平区・单区、苫小牧市、函館
支援機構
市及び根室市に所在する雇用促進住宅耐震診
平成25年10月10日 （株）あい設計
契約担当役理事 丸岡 政文
断業務（北海道ブロック２）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

東京支社支社長 山田
隆一
江東区亀戸２－２６－１
０

一般競争入札

－

29,820,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
茨城県及び栃木県に所在する雇用促進住宅耐 支援機構
（株）大誠建築設計 代表取締役 古布 明
平成25年10月10日
震診断業務（関東ブロック１）
契約担当役理事 丸岡 政文
事務所
中野区新井１－２５－６
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

26,250,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
北陸３県に所在する雇用促進住宅耐震診断業 支援機構
協同組合福井県建築 理事長 仙坊 幸治
平成25年10月10日
務（中部ブロック１）
契約担当役理事 丸岡 政文
設計監理協会
福井市日之出５－４－７
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

30,240,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岐阜県、長野県及び山梨県に所在する雇用促 支援機構
平成25年10月10日 （株）あい設計
進住宅耐震診断業務（中部ブロック２）
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

東京支社支社長 山田
隆一
江東区亀戸２－２６－１
０

一般競争入札

－

34,860,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
静岡県磐田市、浜松市、愛知県及び三重県に
支援機構
所在する雇用促進住宅耐震診断業務（中部ブ
平成25年10月10日 （株）トクオ
契約担当役理事 丸岡 政文
ロック４）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 藤井 広文
名古屋市中川区万場４－
１１１１

一般競争入札

－

24,570,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岡山県東部に所在する雇用促進住宅耐震診断 支援機構
平成25年10月10日 （株）あい設計
業務（中国ブロック２）
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

東京支社支社長 山田
隆一
江東区亀戸２－２６－１
０

一般競争入札

－

25,515,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 村田 正文
広島県に所在する雇用促進住宅耐震診断業務 支援機構
平成25年10月10日 （株）村田相互設計 広島市中区舟入单４－２
（中国ブロック４）
契約担当役理事 丸岡 政文
０－８
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

20,790,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
福岡県福岡地方及び筑後地方に所在する雇用 支援機構
平成25年10月10日 （株）綜企画設計
促進住宅耐震診断業務（九州ブロック２）
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

福岡支店支店長 古元
俊治
福岡市博多区美野島２－
１－３１

一般競争入札

－

27,531,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
佐賀県及び長崎県に所在する雇用促進住宅耐 支援機構
平成25年10月10日 （株）綜企画設計
震診断業務（九州ブロック３）
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

福岡支店支店長 古元
俊治
福岡市博多区美野島２－
１－３１

一般競争入札

－

36,498,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
秋田環境測定セン
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
ター（株）
再分析業務（北海道・東北ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 森 洋
秋田市川尻御休町１１－
１４

一般競争入札

－

7,507,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 藤本 浩
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
（株）アイテックリ 一
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
サーチ
小牧市大字小松寺字上仲
再分析業務（関東・甲信越ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
田６３４－１

一般競争入札

－

6,720,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 藤本 浩
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
（株）アイテックリ 一
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
サーチ
小牧市大字小松寺字上仲
再分析業務（中部ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
田６３４－１

一般競争入札

－

7,822,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
秋田環境測定セン
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
ター（株）
再分析業務（近畿ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 森 洋
秋田市川尻御休町１１－
１４

一般競争入札

－

9,450,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
秋田環境測定セン
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
ター（株）
再分析業務（中国ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 森 洋
秋田市川尻御休町１１－
１４

一般競争入札

－

6,457,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成25年度雇用促進住宅粉じん濃度測定、天
支援機構
秋田環境測定セン
井吹き抜け材务化状況診断調査及び石綿含有
平成25年10月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
ター（株）
再分析業務（四国・九州ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 森 洋
秋田市川尻御休町１１－
１４

一般競争入札

－

4,725,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
千葉県、埼玉県及び神奈川県に所在する雇用 支援機構
（株）大誠建築設計 代表取締役 古布 明
平成25年10月21日
促進住宅耐震診断業務（関東ブロック２）
契約担当役理事 丸岡 政文
事務所
中野区新井１－２５－６
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

22,050,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
大阪府、和歌山県、滋賀県及び奈良県に所在
支援機構
する雇用促進住宅耐震診断業務（近畿ブロッ
平成25年10月21日 （株）トクオ
契約担当役理事 丸岡 政文
ク１）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 藤井 広文
名古屋市中川区万場４－
１１１１

一般競争入札

－

29,295,000

－

代表取締役社長 加藤
力
新宿区下落合１－５－２
２

一般競争入札

－

3,108,000

－

能力開発統計システム改修業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月28日 （株）フォース
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発勘定等に係る経理システムサー
支援機構
取締役社長 影山 岳志
バ及びクライアント等の更新に伴う機器等の
平成25年10月29日 東芝情報機器（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
調達及び保守
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

32,671,800

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
東京法人東事業部 第３
平成２５年度「『７０歳まで働ける企業』実 支援機構
営業部長 吉野 伸彦
平成25年10月29日 トップツアー（株）
現に向けたシンポジウム」会場借上げ等業務 契約担当役理事 丸岡 政文
中央区日本橋茅場町２－
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
１０－５

一般競争入札

－

3,625,965

－

職員宿舎の不動産鑑定評価業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 横田 道隆
支援機構
（株）共立不動産鑑
平成25年10月31日
渋谷区渋谷１－１２－１
契約担当役理事 丸岡 政文
定事務所
２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,304,750

－

職員宿舎の不動産鑑定評価業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年10月31日 東不動産鑑定
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

代表 東 務
豊島区東池袋２－４６－
４

一般競争入札

－

2,362,185

－

啓発誌「働く広場」企画・編集業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年11月1日 （株）廣済堂
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

代表取締役社長 長代
一般競争入札（総合
厚生
評価）
港区芝四丁目６番１２号

－

4,441,500

－

財務諸表等の会計監査人監査業務

指定有限責任社員公認会
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
計士 田中 輝彦
支援機構
有限責任 あずさ監
一般競争入札（総合
平成25年11月1日
田島 祥朗
契約担当役理事 丸岡 政文
査法人
評価）
河野 祐
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
新宿区津久戸町1番2号

－

21,976,500

－

備

考

システムサーバ
H26.1.10～H28.3.31
クライアント等の更新に伴
う機器
H26.1.10～H31.1.9

１号あたり1,480,500円

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発勘定等に係る経理システム用プ 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年11月5日 東芝情報機器（株）
リンタの更新に伴う機器の調達及び保守
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

7,668,171

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
人事管理システムサーバ及びクライアントＰ 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年11月5日 東芝情報機器（株）
Ｃ更改に伴う機器等の調達及び保守
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

3,182,340

－

考

代表取締役 三浦 善司
大田区中馬込一丁目３番
６号

一般競争入札

－

252,515

－

保守料（月額）3,990円、
1,680円
リース料（月額）5,523円、
5,628円
トナーカートリッジ18,228
円／1本
（52ヶ月）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
コニカミノルタビジ 官需部長 坂本 浩
支援機構
平成25年11月6日 ネスソリューション 中央区日本橋本町一丁目
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
５番４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

77,700

－

リース料（月額）13,545円
保守料 2.94円／１枚

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
ＦＡＸの賃貸借、保守及びトナーカートリッ 支援機構
平成25年11月6日 （株）リコー
ジ調達業務
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

複写機、複合機の賃貸借及び保守業務

備

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用納付金関係諸様式等（１１種）の 支援機構
平成25年11月7日 （株）ハップ
印刷及び発送
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

代表取締役 嵯峨 昭夫
江戸川区松江一丁目１１
番３号

一般競争入札

－

5,018,267

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
進学情報ウェブサイトへの学生募集情報等の 支援機構
平成25年11月8日 （株）さんぽう
掲載業務
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

代表取締役 渡邉
王
雄
渋谷区初台１－３１－１
６

一般競争入札

－

328,125

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度「『７０歳まで働ける企業』の 支援機構
平成25年11月14日 （株）朝日広告社
実現に向けたシンポジウム」の新聞広告掲載 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

代表取締役 上田 周
中央区銀座７－１６－１
２

一般競争入札

－

2,991,450

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（動力シャー（厚板用）（荒尾職 支援機構
平成25年11月14日 （株）紅和
業能力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

13,755,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
動力シャー（薄板用）（福岡職業訓練支援セ 支援機構
平成25年11月14日 コマツ産機（株）
ンター）の購入
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

代表取締役社長 橋口
玲
金沢市大野町新町１番地
１

一般競争入札

－

5,649,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（プレスブレーキ（沖縄職業訓練 支援機構
平成25年11月14日 （株）紅和
支援センター））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－２

一般競争入札

－

9,261,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（プレスブレーキ（北海道職業能 支援機構
平成25年11月14日 （株）紅和
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東１－１９－３

一般競争入札

－

7,843,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（三次元測定機（千葉職業訓練支 支援機構
平成25年11月14日 関東物産(株）
援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,236,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（三次元測定機（岡山職業訓練支 支援機構
平成25年11月14日 大東産商（株）
援センター））の購入
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

代表取締役 大原 勉
千代田区神田東松下町１
２番地１

一般競争入札

－

17,745,000

－

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（三次元測定機（滋賀職業能力開 支援機構
平成25年11月14日 関東物産（株）
発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

17,356,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（三次元測定機（新潟職業能力開 支援機構
平成25年11月14日 関東物産（株）
発短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

17,199,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（簡易工作機（近畿職業能力開発 支援機構
平成25年11月14日 関東物産（株）
大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

30,576,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（簡易工作機（中国職業能力開発 支援機構
平成25年11月14日 関東物産（株）
大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,053,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（射出成形機（新潟職業能力開発 支援機構
平成25年11月14日 関東物産（株）
短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

11,214,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（溶接ヒューム集塵装置・溶接
支援機構
ブース（米子職業能力開発促進センター））
平成25年11月14日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

35,550,900

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（FA制御総合システム（千葉職業 支援機構
平成25年11月14日 （株）ＨＡＴＯ
契約担当役理事 丸岡 政文
能力開発短期大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

41,790,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 佐々木 義
訓練用機器（材料試験機（北海道職業能力開 支援機構
孝
平成25年11月14日 サークル商事(株）
発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
旭川市工業団地２条１丁
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
目２６４－２１

一般競争入札

－

13,503,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（材料試験機（滋賀職業能力開発 支援機構
平成25年11月14日 （株）宏栄山本
短期大学校））の購入
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

代表取締役 山本 昌史
京都市上京区智恵光院通
寺の内下る古美濃部町１
８５番地

一般競争入札

－

29,812,650

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（材料試験機（四国職業能力開発 支援機構
平成25年11月14日 佐藤機械（株）
大学校））の購入
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

代表取締役 河原 介俊
高松市天神前５－１９

一般競争入札

－

20,475,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年11月14日 関東物産（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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

16,065,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（CADシステム（近畿職業能力開発 支援機構
（株）インフォマ
平成25年11月14日
大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ティクス
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 三原 正一
川崎市幸区大宮町１３１
０番地

一般競争入札

－

21,979,650

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（北海道 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月14日
職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

14,101,500

－

訓練用機器（構造物試験機レトロフィット
（九州職業能力開発大学校））の購入

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（東北職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月14日
業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

15,403,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（関東職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月14日
業能力開発大学校）の）購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

14,752,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 村木 隆信
訓練用機器（複合電子回路システム（北陸職 支援機構
（株）トヨタケーラ
平成25年11月14日
名古屋市中区錦一丁目１
業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ム
９番２４号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

15,225,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（東海職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月15日
業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

15,855,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（近畿職 支援機構
平成25年11月15日 （株）エスメット
業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 井上 喜義
大阪市西区单堀江１－１
８－２７

一般競争入札

－

16,579,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（中国職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月15日
業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

9,576,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（四国職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月15日
契約担当役理事 丸岡 政文
業能力開発大学校））の購入
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

16,065,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（複合電子回路システム（九州職 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年11月15日
業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

8,946,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 大槻
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（北海 支援機構
平成25年11月15日 美和電気工業（株） 幸雄
道職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
新宿区新宿２丁目８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

28,329,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（東北 支援機構
平成25年11月15日 （株）ＨＡＴＯ
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

22,291,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（関東 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

32,172,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（北陸 支援機構
平成25年11月15日 （株）ＨＡＴＯ
能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

21,000,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（東海 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

25,935,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（近畿 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

23,709,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（中国 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

26,974,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（九州 支援機構
平成25年11月15日 （株）ＨＡＴＯ
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

15,645,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（制御盤組み立て実習装置（沖縄 支援機構
平成25年11月15日 （株）ＨＡＴＯ
職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２

一般競争入札

－

17,115,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（北海道職業 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

8,232,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 大槻
訓練用機器（電動車両実習装置（東北職業能 支援機構
平成25年11月15日 美和電気工業（株） 幸雄
力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
新宿区新宿２丁目８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

7,948,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（関東職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
力開発大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

7,854,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（北陸職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

8,977,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（東海職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

7,948,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（近畿職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

8,032,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（中国職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

8,032,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（電動車両実習装置（九州職業能 支援機構
富士エンタープライ
平成25年11月15日
中央区東日本橋２－１６
力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

8,137,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電動車両実習装置（沖縄職業能 支援機構
平成25年11月15日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

－

8,284,500

－

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 大槻
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 三和電気工業（株） 幸雄
（東北職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
新宿区新宿２丁目８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

14,910,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 大槻
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 三和電気工業（株） 幸雄
（関東職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
新宿区新宿２丁目８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

14,280,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 （株）バイナス
（北陸職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

15,697,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 （株）バイナス
（東海職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

13,671,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 （株）バイナス
（近畿職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

13,177,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 （株）バイナス
（中国職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

14,374,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置 支援機構
平成25年11月18日 （株）バイナス
契約担当役理事 丸岡 政文
（九州職業能力開発大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

8,179,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（北海道職業能力開発大学校））の購入 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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

10,130,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 大槻
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 三和電気工業（株） 幸雄
装置（東北職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
新宿区新宿２丁目８－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

11,644,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（関東職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

11,529,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（北陸職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

10,883,250

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（東海職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

11,644,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（近畿職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

11,850,300

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（中国職業能力開発大学校））の購入
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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

9,933,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
富士エンタープライ
平成25年11月18日
中央区東日本橋２－１６
装置（九州職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,985,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（パワーコンディショナ製作実習 支援機構
平成25年11月18日 関東物産（株）
装置（沖縄職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

10,069,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（基板加工機（関東職業能力開発 支援機構
平成25年11月19日 （株）バイナス
大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

9,521,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（基板加工機（北陸職業能力開発 支援機構
平成25年11月19日 （株）バイナス
大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

9,185,400

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（基板加工機（東海職業能力開発 支援機構
平成25年11月19日 （株）バイナス
大学校））の購入
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

代表取締役 大久保 憲
一
稲沢市高重東町４１－１

一般競争入札

－

8,922,900

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（電気機器実験装置（四国職業能 支援機構
平成25年11月19日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
力開発大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

6,487,950

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（回生電力実験装置（四国職業能 支援機構
平成25年11月19日 関東物産（株）
力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

4,359,600

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（環境・エネルギー実験装置（四 支援機構
平成25年11月19日 関東物産（株）
国職業能力開発大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

4,578,525

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（パワーコンディショナ評価装置 支援機構
富士エンタープライ
平成25年11月19日
中央区東日本橋２－１６
（四国職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,027,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（計測器類（四国職業能力開発大 支援機構
平成25年11月19日 佐藤機械（株）
学校））の購入
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

代表取締役 河原 介俊
高松市天神前５－１９

一般競争入札

－

4,599,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 斉藤 芳雄
訓練用機器（モータアナライザ（四国職業能 支援機構
富士エンタープライ
平成25年11月19日
中央区東日本橋２－１６
力開発大学校））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ズ（株）
－４
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

4,998,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支店長 安野 耕治
東北６県に所在する雇用促進住宅耐震診断業 支援機構
（株）コンステック
平成25年11月29日
仙台市宮城野区榴岡４－
務（東北ブロック）
契約担当役理事 丸岡 政文
仙台支店
２－３
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

32,076,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
山口県、鳥取県及び島根県に所在する雇用促 支援機構
（株）綜企画設計
平成25年11月29日
進住宅耐震診断業務（中国ブロック１）
契約担当役理事 丸岡 政文
大阪支店
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

大阪支店長 大石 武志
大阪市西区靱本町２－９
－１１

一般競争入札

－

42,984,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
岡山県西部に所在する雇用促進住宅耐震診断 支援機構
平成25年11月29日 （株）あい設計
業務（中国ブロック３）
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

代表取締役 清水 慶典
広島市東区上大須賀町１
０－１６

一般競争入札

－

36,720,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高知県及び徳島県に所在する雇用促進住宅耐 支援機構
平成25年11月29日 （株）あい設計
震診断業務（四国ブロック）
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

代表取締役 清水 慶典
広島市東区上大須賀町１
０－１６

一般競争入札

－

10,800,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に所在
支援機構
（株）窓建コンサル 代表取締役 澤井 布兆
する雇用促進住宅耐震診断業務（九州ブロッ
平成25年11月29日
契約担当役理事 丸岡 政文
タント
新宿区新宿６－２８ー８
ク４）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

31,968,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発勘定等に係る経理システム端末 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年11月29日 東芝情報機器（株）
等に対するシステム導入及び設置等作業
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

19,706,400

－

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
港区東新橋一丁目５番２
号

一般競争入札

－

11,650,800

－

代表取締役社長 大塚
裕司
千代田区飯田橋二丁目１
８番４号

一般競争入札

－

24,727,500

－

代表取締役 大山 雄三
新宿区西新宿７丁目５番
１１号

一般競争入札

－

1,963,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 飯野 武彦
雇用促進住宅「白浜宿舎」外７住宅の修繕計 支援機構
平成25年12月9日 （株）ジーフィルド 港区新橋２－８－１６
画及び収支シミュレーションの作成業務
契約担当役理事 丸岡 政文
石田ビル５Ｆ
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

1,995,000

－

－

4,200,000

－

ｓｙｓｌｏｇサーバの構築役務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成25年11月29日 富士通（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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
スリムデスクトップ型パソコンの調達及び保 支援機構
平成25年12月6日 （株）大塚商会
契約担当役理事 丸岡 政文
守
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

職員用端末の設定作業

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6日 （株）どっとこむ
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
「高齢社会統計要覧２０１４年」の企画・作 支援機構
平成25年12月9日 （株）学文社
成
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

代表取締役 田中 千津
子
一般競争入札（総合
目黒区下目黒三丁目６番
評価）
１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
雇用促進住宅営繕システムサーバ等の更新及 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年12月10日 東芝情報機器（株）
び保守
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

10,085,082

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
営業部長 石川 一哉
高齢・障害者雇用支援センタープリンタ用消 支援機構
（株）トータル・サ
平成25年12月10日
つくば市諏訪Ｃ１９街区
耗品の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
ポート・システム
６
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,268,080

－

基幹ネットワーク統合作業（第１次）

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10日 富士通（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

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
一般競争入札（総合
港区東新橋一丁目５番２
評価）
号

－

582,750,000

－

備

考

保守期間
納入日～30.3.31

保守料：44,679,600円/年
（H26）、31,355,100円/年
（H27～H30）

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 村上 知司
支援機構
ジャパン・ビジネ
平成２５年度本部プリンタートナー等の購入
平成25年12月12日
千代田区岩本町１－１４
契約担当役理事 丸岡 政文
ス・サプライ（株）
－５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

3,915,460

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度離職者訓練に係る満足度調査に 支援機構
平成25年12月13日 （株）綜合企画
係る集計業務等の委託
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

代表取締役 石田和男
台東区浅草橋１－７－２
岩崎ビル４階

一般競争入札

－

1,502,875

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
職業能力開発勘定等に係る経理システム新環 支援機構
取締役社長 影山 岳志
平成25年12月13日 東芝情報機器（株）
対応等改修業務
契約担当役理事 丸岡 政文
江東区豊洲５－６－１５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,188,490

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
取締役社長 影山 岳志
高齢・障害者雇用支援勘定等に係る経理シス 支援機構
平成25年12月13日 東芝情報機器（株） 江東区豊洲５丁目６番１
テム改修業務
契約担当役理事 丸岡 政文
５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

5,155,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（ＣＡＤシステム（函館職業能力 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

8,396,850

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（ＣＡＤシステム（松本職業能力 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

10,657,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤシステム（愛知職業訓練 支援機構
平成25年12月17日 （株）大塚商会
契約担当役理事 丸岡 政文
支援センター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 大塚
裕司
千代田区飯田橋２丁目１
８番４号

一般競争入札

－

28,539,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤシステム（米子職業能力 支援機構
川田テクノシステム 代表取締役 山野 長弘
平成25年12月17日
開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
（株）
北区滝野川６－３－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,103,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（ＣＡＤシステム（飯塚職業能力 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

12,159,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤシステム（宮崎職業訓練 支援機構
平成25年12月17日 （株）大塚商会
支援センター））の購入
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

代表取締役社長 大塚
裕司
千代田区飯田橋２丁目１
８番４号

一般競争入札

－

12,474,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（栃木 支援機構
平成25年12月17日 （株）アジル
職業訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 江崎 利治
横浜市戸塚区川上町８７
－１

一般競争入札

－

15,592,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（埼玉 支援機構
平成25年12月17日 （株）アジル
職業訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 江崎 利治
横浜市戸塚区川上町８７
－１

一般競争入札

－

8,526,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（千葉 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
職業訓練支援センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

23,440,200

－

備

考

予定調達総額（卖価契約）
・大容量トナーカートリッ
ジ（ブラック）23,919円／
個
ほか

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（神奈 支援機構
平成25年12月17日 （株）大塚商会
川職業訓練支援センター））の購入
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

代表取締役社長 大塚
裕司
千代田区飯田橋２丁目１
８番４号

一般競争入札

－

10,043,250

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（富山 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年12月17日
職業訓練支援センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

23,367,750

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（福井 支援機構
平成25年12月17日 （株）アジル
職業訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 江崎 利治
横浜市戸塚区川上町８７
－１

一般競争入札

－

9,817,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（山梨 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
職業訓練支援センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

22,963,500

－

訓練用パソコン（京都職業訓練支援セン
ター）の購入

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 （株）エスメット
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

代表取締役 井上 喜義
大阪市西区单堀江１－１
８－２７

一般競争入札

－

6,615,000

－

訓練用パソコン（兵庫職業訓練支援セン
ター）の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月17日
千代田区外神田６－１５
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

24,822,000

－

訓練用パソコン（和歌山職業訓練支援セン
ター）の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
川田テクノシステム 代表取締役 山野 長弘
平成25年12月17日
契約担当役理事 丸岡 政文
（株）
北区滝野川６－３－１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,817,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用パソコン（福山職業能力開発短期大学 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年12月17日
校）の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

7,379,715

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（溶接ヒューム集塵装置・溶接
支援機構
ブース（千葉職業訓練支援センター））の購
平成25年12月17日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

23,604,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（組込みマイコン実習装置（滋賀 支援機構
平成25年12月17日 （株）アジル
職業能力開発短期大学校））の購入
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

代表取締役 江崎 利治
横浜市戸塚区川上町８７
－１

一般競争入札

－

19,110,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ボイラ装置（兵庫職業訓練支援 支援機構
平成25年12月17日 （株）宏栄山本
センター））の購入
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

代表取締役 山本 昌史
京都市上京区智恵光院通
寺の内下る古美濃部町１
８５番地

一般競争入札

－

10,920,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度第２回地域障害者職業センター
支援機構
公用車の交換購入
平成25年12月17日 スズキ（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
（軽乗用自動車）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

直納部長 小坂 暢裕
新宿区大京町２３の２

一般競争入札（総合
評価）

－

3,929,814

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（大分職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月18日 興共産業（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 水上 修
千葉市稲毛区轟町１－４
－２１

一般競争入札

－

13,639,500

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（プレス加工実習システム（高度 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
職業能力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

50,284,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（成形加工解析システム（高度職 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
業能力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

33,285,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岡﨑 俊哉
訓練用機器（多目的ＩＣＴ実習システム（高 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成25年12月18日
千代田区外神田６－１５
度職業能力開発促進センター））の購入
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株）
－１２
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

67,095,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（アンテナ･マイクロ波回路特性測
支援機構
定システム（職業能力開発総合大学校））の
平成25年12月18日 太陽計測（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 弘田
朗
大田区山王１の２の６

一般競争入札

－

58,800,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（モーションコントロール実習シ 支援機構
東京エレクトロンデ
平成25年12月18日
ステム（職業能力開発総合大学校））の購入 契約担当役理事 丸岡 政文
バイス（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役社長 栗木
康幸
横浜市神奈川区金港町１
番地４

一般競争入札

－

63,000,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（新エネルギー発電ハイブリッド
支援機構
システム（職業能力開発総合大学校））の購
平成25年12月18日 大輝産業（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 小倉 功
調布市調布ヶ丘３－１９
－９

一般競争入札

－

18,879,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（福島職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月18日 （株）紅和
契約担当役理事 丸岡 政文
ンター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 西川 努
渋谷区東一丁目１９－２
－４０４

一般競争入札

－

13,881,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（長野職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

26,638,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（普通旋盤（愛媛職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

34,219,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（動力シャー（厚板用）（福岡職 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
業訓練支援センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

13,965,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（動力シャー（薄板用）（荒尾職 支援機構
平成25年12月18日 （株）紅和
業能力開発促進センター））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東一丁目１９－２
－４０４

一般競争入札

－

7,738,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（プレスブレーキ（四国職業能力 支援機構
平成25年12月18日 （株）紅和
開発大学校））の購入
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

代表取締役 西川 努
渋谷区東一丁目１９－２
－４０４

一般競争入札

－

7,843,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（平面研削盤（四国職業能力開発 支援機構
平成25年12月18日 関東物産（株）
大学校））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

19,887,000

－

備

考

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（油圧ショベル（釧路職業能力開 支援機構
平成25年12月18日 （株）ＨＡＴＯ
発促進センター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２
アネックス麹町６階

一般競争入札

－

33,411,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（油圧ショベル（君津職業能力開 支援機構
平成25年12月18日 （株）ＨＡＴＯ
発促進センター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２
アネックス麹町６階

一般競争入札

－

43,785,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（油圧ショベル（飯塚職業能力開 支援機構
平成25年12月18日 （株）ＨＡＴＯ
発促進センター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２
アネックス麹町６階

一般競争入札

－

32,004,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ホイルローダ（荒尾職業能力開 支援機構
平成25年12月18日 （株）ＨＡＴＯ
発促進センター））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２
アネックス麹町６階

一般競争入札

－

24,150,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ホイルローダ（港湾職業能力開 支援機構
平成25年12月18日 （株）ＨＡＴＯ
発短期大学校神戸校））の購入
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

代表取締役 山口 義雄
千代田区麹町３－１２
アネックス麹町６階

一般競争入札

－

12,705,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年12月19日
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

1,662,255

－

図書館システム用機器更新・保守業務

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＮＣ旋盤（石川職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月19日 関東物産（株）
契約担当役理事 丸岡 政文
ンター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

12,789,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＮＣ旋盤（米子職業能力開発促 支援機構
平成25年12月19日 関東物産（株）
進センター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

20,790,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＮＣ旋盤（熊本職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月19日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

13,009,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
訓練用機器（ＮＣ旋盤（宮崎職業訓練支援セ 支援機構
平成25年12月19日 関東物産（株）
ンター））の購入
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

代表取締役 山本 洋
中央区日本橋本町１丁目
５番９号

一般競争入札

－

21,924,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
ＮＥＣネクサソ
新経理システム一式の調達・運用及び保守業 支援機構
平成25年12月19日 リューションズ
務
契約担当役理事 丸岡 政文
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 鈴木 良隆 一般競争入札（総合
港区三田１－４－２８
評価）

－

31,500,000

－

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20日 （株）Ｑカーゴ
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

代表取締役 川上 公望
江東区辰巳３－１－１

一般競争入札

－

2,152,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高校１・２年生を対象とする進学情報誌を活 支援機構
平成25年12月25日 （株）さんぽう
用した広報業務
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

代表取締役 渡邉
王
雄
渋谷区初台１－３１－１
６

一般競争入札

－

1,632,960

－

事務所レイアウト変更に係る引越業務

備

考

Ｈ25.12.19～Ｈ31.5.31

設計開発期間
契約日～27.4.1
保守期間
27.4.1～29.3.31

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度第２回地域障害者職業センター 支援機構
平成25年12月26日 スズキ（株）
公用車交換購入（小型自動車）
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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

備

考

一般競争入札（総合
評価）

－

20,162,793

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
取締役社長 影山 岳志
旧高障経理システムのクライアント等更新に 支援機構
平成26年1月10日 東芝情報機器（株） 江東区豊洲５丁目６番１
伴う機器等の調達
契約担当役理事 丸岡 政文
５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

5,482,785

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 菊池 秀三
平成２５年度地域障害者職業センター総合耐 支援機構
（株）構研設計事務
平成26年1月10日
昭島市宮沢町１－６－３
震診断業務
契約担当役理事 丸岡 政文
所
０
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

6,264,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
代表取締役 岸田 昇
支援機構
（株）インフォネッ
構ホームページメール配信システムの構築及
平成26年1月15日
中央区京橋一丁目６番１
契約担当役理事 丸岡 政文
ト
び運用管理業務
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,820,300

－

保守料：5,250円/月(24ヶ
月)

保守料：131,250円/月(12ヶ
月)
保守期間H26.4.1～H27.3/31

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用支援システム（運用管理機能）に 支援機構
平成26年1月16日 富士通（株）
係る機器等の調達及び保守
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

直納部長 小坂 暢裕
新宿区大京町２３の２

一般競争入札・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
港区東新橋一丁目５番２
号

一般競争入札

－

39,900,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 西倉 哲夫
福岡県北九州地方及び筑豊地方に所在する雇 支援機構
（株）ユニバァサル
平成26年1月16日
相模原市单区旭町１０－
用促進住宅耐震診断業務（九州ブロック１） 契約担当役理事 丸岡 政文
設計
１７
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

38,340,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
障害者雇用支援システムに係るクライアント
支援機構
俊哉
富士電機ＩＴソ
一般競争入札（総合
ＰＣ等の賃貸借及び保守、環境設定及び展開
平成26年1月16日
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株） 千代田区外神田６丁目１
評価）
作業
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

－

58,586,640

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用マニュアルコミック版６「高次脳 支援機構
平成26年1月16日 （株）廣済堂
機能障害者と働く」の製作及び発送業務
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

－

4,032,000

－

代表取締役社長 長代
一般競争入札（総合
厚生
評価）
港区芝４丁目６番１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
地域センター利用者用パソコンに係るセキュ 支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成26年1月17日
リティソフトウェアの調達
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株） 千代田区外神田６丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

2,100,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
取締役社長 影山 岳志
支援機構
旧高障経理システムのクライント設置等作業
平成26年1月17日 東芝情報機器（株） 江東区豊洲５丁目６番１
契約担当役理事 丸岡 政文
５号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

9,131,535

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
事務用カラーレーザープリンタの購入及び保 支援機構
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成26年1月23日
守
契約担当役理事 丸岡 政文
リューション（株） 千代田区外神田６丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

749,070

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
高齢・障害者雇用支援センターのネットワー 支援機構
平成26年1月23日 富士通（株）
ク機器等設置及び移設作業
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

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
港区東新橋一丁目５番２
号

一般競争入札

－

3,097,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 土屋 信彦
支援機構
（株）セキュアアウ
平成26年1月27日
台東区台東三丁目１２－
契約担当役理事 丸岡 政文
ルズ
５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

399,000

－

本部設置端末設定及び動作確認作業等

保守料：86,835円/月(19ヶ
月)、58,905/月（5ヶ月）

賃貸借料：4,784,010円/月
(49ヶ月)
保守料：120,435円/月(49ヶ
月)

保守料：10,650円/月(60ヶ
月)

（様式２）

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
指名競争入札の別
（％）
国所管、都 応札・
（ａ）
（ｂ）
（総合評価の実施）
(ｂ/ａ) 公益法人 道府県所管 応募者
の区分
の区分
数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
社会福祉法人東京コ 所長 湯浅 克己
「企業における高齢者雇用の推進」に係る検 支援機構
平成26年1月28日 ロニー
大田区大森西２－２２－
討委員会報告書の印刷・発送 外１件
契約担当役理事 丸岡 政文
東京都大田福祉工場 ２６
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

2,058,000

－

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に伴 支援機構
（株）セキュアアウ 代表取締役 土屋 信彦
平成26年2月7日
うネットワーク構成の変更作業
契約担当役理事 丸岡 政文
ルズ
台東区台東３－１２－５
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

一般競争入札

－

732,900

－

一般競争入札

－

3,937,500

－

本部設置端末等の調達

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成26年2月12日 （株）大塚商会
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者雇用支援システムの業務機能に係る
支援機構
平成26年2月12日 富士通（株）
サーバ機器等の賃貸借、保守及びデータ移行 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

代表取締役社長 大塚
裕司
千代田区飯田橋二丁目１
８番４号

官公庁営業本部第四統括
営業部長 江藤 孝宏
一般競争入札（総合
港区東新橋一丁目５番２
評価）
号

－

60,994,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成26年2月14日 協立工業（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

代表取締役 池田 泰幸
千代田区内神田２丁目１
１番６号

一般競争入札

－

1,575,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
障害者助成金パンフレット（３種）の作成及 支援機構
平成26年2月19日 敷島印刷（株）
び発送
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

代表取締役 敷島 武法
熊本市单区近見四丁目８
番３１号

一般競争入札

－

2,110,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役社長 岡﨑
俊哉
セキュリティ対策ソフトウェアライセンス等 支援機構
富士電機ＩＴソ
平成26年2月19日
契約担当役理事 丸岡 政文
の更新に係る調達
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
５番１２号

一般競争入札

－

19,267,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 岩村 哲夫
高齢・障害者雇用支援センター公用車交換購 支援機構
一般競争入札（総合
平成26年2月19日 本田技研工業（株） 港区单青山二丁目１番１
入（小型自動車）
契約担当役理事 丸岡 政文
評価）
号
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

－

6,431,823

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
平成２５年度「『７０歳まで働ける企業』の
支援機構
実現に向けたシンポジウム」開催概要の新聞
平成26年2月21日 （株）日本経済社
契約担当役理事 丸岡 政文
広告掲載
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 川堀 泰史
中央区銀座７－１３－２
０

一般競争入札

－

9,267,300

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
東京障害者職業センターリワーク支援室に係 支援機構
平成26年2月27日 （株）ミクニ商会
る物品の調達
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

代表取締役 大橋 芳子
千代田区鍛冶町１－８－
６

一般競争入札

－

11,917,500

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
ＮＥＣネクサソ
地域障害者職業センター職業準備支援室ネッ 支援機構
平成26年2月28日 リューションズ
トワーク機器設置等作業
契約担当役理事 丸岡 政文
（株）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 鈴木 良隆
港区三田一丁目４番２８
号

一般競争入札

－

1,869,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構
平成26年3月13日 （株）大塚商会
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

代表取締役 徳河 尚
文京区大塚６丁目１６番
５号

一般競争入札

－

1,722,000

－

一般競争入札

－

909,792

－

空調機用フィルターの整備

パーテーション及び展示用パネルの購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
代表取締役 大曾根
平成25年度消費税確定申告書作成に関する業 支援機構
（株）東京アカウン
平成26年3月26日
行
務委託等
契約担当役理事 丸岡 政文
ティング・ファーム
港区赤坂３－８－８
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

成

備

考

賃貸借料：1,427,000円/月
(42ヶ月)
保守料：417,400円/月(42ヶ
月)

（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

100.0%

―

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

100.0%

―

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実習場建替その他
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（多賀城実習場）
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（多賀城実習場）
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

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

（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
計業務に基づき実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24日

平成26年1月27日

備

考

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４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
東日本大震災に伴う宮城センター訓練機能復旧のた 構
めの土地及び建物賃借料
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
次世代通信技術訓練システム（高度職業能力開発促 構
進センター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム２（職業能力開発総 構
契約担当役理事 桑原 幸治
合大学校小平キャンパス）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

電子計算機システム（滋賀職業能力開発短期大学
校）の再貸借

電子計算機システム（川内職業能力開発短期大学
校）の再貸借

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

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
超精密加工実習システム（職業能力開発総合大学校 構
相模原キャンパス）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
走査プローブ顕微鏡（職業能力開発総合大学校相模 構
原キャンパス）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
新エネルギー発電ハイブリッドシステム（職業能力 構
開発総合大学校相模原キャンパス）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
通信ネットワーク教育システム（浜松職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（浜松職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

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

前年度から継続した賃借の契約であり、
猛 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。

－

30,750,000

－

―

日本電子計算機
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
営業本部長 村上 春生 用機器の再リースであり、当該機器は同
千代田区丸の内３－４－ 社以外からは賃借できないことから、会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

4,829,700

－

―

日本電子計算機
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
営業本部長 村上 春生 用機器の再リースであり、当該機器は同
千代田区丸の内３－４－ 社以外からは賃借できないことから、会
１
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。

－

28,381,080

－

―

日本電子計算機
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
営業本部長 村上 春生 用機器の再リースであり、当該機器は同
千代田区丸の内３－４－ 社以外からは賃借できないことから、会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

16,668,660

－

―

平成25年4月1日

日本電子計算機
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
営業本部長 村上 春生 用機器の再リースであり、当該機器は同
千代田区丸の内３－４－ 社以外からは賃借できないことから、会
１
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。

－

17,673,495

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 有川 貞広
社以外からは賃借できないことから、会
リコーリース（株）
江東区東雲１－７－１２
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。

－

17,387,748

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株）
社以外からは賃借できないことから、会
江東区東雲１－７－１２
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。

－

1,769,040

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株）
社以外からは賃借できないことから、会
江東区東雲１－７－１２
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。

－

4,157,244

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株）
社以外からは賃借できないことから、会
江東区東雲１－７－１２
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。

－

8,778,420

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株）
社以外からは賃借できないことから、会
江東区東雲１－７－１２
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。

－

37,742,040

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

代表取締役 加賀美
新菱冷熱工業（株）
新宿区四谷２－４

備

考

月額：2,562,500円
(24ヵ月)

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
通信ネットワーク教育システム（川内職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（川内職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（新潟職業能力開発 構
契約担当役理事 桑原 幸治
短期大学校）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

簡易工作機（近畿職業能力開発大学校）の再貸借

簡易工作機（中国職業能力開発大学校）の再貸借

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

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
成形加工･解析実習システム（高度職業能力開発促 構
進センター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
建築振動性状実験計測システム（職業能力開発総合 構
大学校相模原キャンパス）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
マシニングセンタ（岩手職業訓練支援センター）の 構
再貸借
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

マシニングセンタ（佐世保職業能力開発促進セン
ター）の再貸借

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（君津職業能力開発促 構
進センター）の再貸借
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

東京センチュリー
リース（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
大阪情報機器営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
松本 幸三
社以外からは賃借できないことから、会
大阪市中央区本町３－５
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
－７
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,756,440

－

―

東京センチュリー
リース（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
情報機器第一部長 柴田
用機器の再リースであり、当該機器は同
和広
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区神田練塀町３番
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
地
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

24,943,332

－

―

日立キャピタル
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表執行役 三浦 和哉 用機器の再リースであり、当該機器は同
港区西新橋２－１５－１ 社以外からは賃借できないことから、会
２
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。

－

17,569,440

－

―

日立キャピタル
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表執行役 三浦 和哉 用機器の再リースであり、当該機器は同
港区西新橋２－１５－１ 社以外からは賃借できないことから、会
２
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。

－

2,029,860

－

―

日立キャピタル
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表執行役 三浦 和哉 用機器の再リースであり、当該機器は同
港区西新橋２－１５－１ 社以外からは賃借できないことから、会
２
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。

－

2,353,680

－

―

日立キャピタル
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表執行役 三浦 和哉 用機器の再リースであり、当該機器は同
港区西新橋２－１５－１ 社以外からは賃借できないことから、会
２
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。

－

4,372,200

－

―

日立キャピタル
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表執行役 三浦 和哉 用機器の再リースであり、当該機器は同
港区西新橋２－１５－１ 社以外からは賃借できないことから、会
２
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。

－

2,557,800

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,193,220

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,190,700

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,008,000

－

―

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（鳥取職業訓練支援セ 構
ンター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（青森職業能力開発短 構
期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（石川職業能力開発短 構
契約担当役理事 桑原 幸治
期大学校）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（新潟職業訓練支援セ 構
ンター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（三重職業訓練支援セ 構
契約担当役理事 桑原 幸治
ンター）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（島根職業訓練支援セ 構
ンター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（徳島職業訓練支援セ 構
ンター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＮＣワイヤカット放電加工機（高知職業訓練支援セ 構
ンター）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
多目的ロボット（近畿職業能力開発大学校）の再貸 構
借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
インテリジェント制御総合システム（高度職業能力 構
開発促進センター）の再貸借
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,002,960

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,358,280

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,355,760

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,219,680

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

19,191,060

－

―

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
電子計算機システム２（職業能力開発総合大学校小 構
平キャンパス）の再貸借
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

電子計算機システム（新潟職業能力開発短期大学
校）の再貸借

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
モーションコントロール実習システム（職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発総合大学校相模原キャンパス）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
電子計算機システム（港湾職業能力開発短期大学校 構
神戸校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
多目的情報訓練システム（高度職業能力開発促進セ 構
契約担当役理事 桑原 幸治
ンター）の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
電子計算機システム（港湾職業能力開発短期大学校 構
横浜校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
通信ネットワーク教育システム（新潟職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（東北職業能力開発 構
大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（滋賀職業能力開発 構
短期大学校）の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
電子計算機システム（東海職業能力開発大学校）の 構
再貸借
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

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

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

10,974,600

－

―

三菱ＵＦＪリース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
執行役員 第二営業部長
用機器の再リースであり、当該機器は同
春名 孝俊
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区丸の内１－５－
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
１
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

29,000,160

－

―

代表取締役社長 安中
ＮＥＣキャピタルソ
正弘
リューション（株）
港区芝５－２９－１１

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
社以外からは賃借できないことから、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。

－

3,494,484

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 安中
ＮＥＣキャピタルソ
正弘
リューション（株）
港区芝５－２９－１１

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
社以外からは賃借できないことから、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。

－

26,633,880

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表取締役社長 加藤
用機器の再リースであり、当該機器は同
功
社以外からは賃借できないことから、会
富士通リース（株）
千代田区神田練塀町３番
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
地
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

4,964,400

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
代表取締役社長 加藤
用機器の再リースであり、当該機器は同
功
社以外からは賃借できないことから、会
富士通リース（株）
千代田区神田練塀町３番
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
地
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

15,980,076

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 前田 幸一
社以外からは賃借できないことから、会
（株）
港区芝浦１－２－１
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。

－

2,772,000

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 前田 幸一
社以外からは賃借できないことから、会
（株）
港区芝浦１－２－１
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。

－

43,219,260

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 前田 幸一
社以外からは賃借できないことから、会
（株）
港区芝浦１－２－１
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。

－

34,117,644

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 前田 幸一
社以外からは賃借できないことから、会
（株）
港区芝浦１－２－１
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。

－

29,848,140

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
アンテナ･マイクロ波回路特性測定システム（職業 構
能力開発総合大学校相模原キャンパス）の再貸借 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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ターニングセンタ（秋田職業能力開発短期大学校） 構
の再貸借
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ターニングセンタ（島根職業能力開発短期大学校） 構
契約担当役理事 桑原 幸治
の再貸借
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

インターネット回線（主系）の調達

インターネット回線（待機系）の調達

検疫ネットワーク機器の再賃借

給与等計算システム保守等業務委託

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

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

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

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
能力開発ネットワーク（広域イーサネット）回線の 構
一部継続
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（青森職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（東北職業能力開 構
発大学校）
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

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

平成25年4月1日

芙蓉総合リース
（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
代表取締役 佐藤 隆
千代田区三崎町３－３－ 社以外からは賃借できないことから、会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
２３
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

2,598,744

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
（株）日本包装リー 代表取締役 佐藤 保壽
社以外からは賃借できないことから、会
ス
中央区新川２－５－６
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。

－

1,640,520

－

―

平成25年4月1日

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
用機器の再リースであり、当該機器は同
（株）日本包装リー 代表取締役 佐藤 保壽
社以外からは賃借できないことから、会
ス
中央区新川２－５－６
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。

－

1,640,520

－

―

富士通（株）

第四統括営業部長 江藤
孝宏
港区東新橋１－５－２
（汐留シティセンター）

平成23年度に一般競争入札にて当該業者
により整備したものであり、運用・保守
は当該業者でしかできないため、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。

－

2,173,500

－

―

富士通（株）

現行契約を変更した場合、固定ＩＰアド
レスの登録作業等により、ホームページ
第四統括営業部長 江藤
サーバ等の公開系サーバの運用が断続的
孝宏
に停止（２か月間）し、業務に多大な支
港区東新橋１－５－２
障が生じることから、会計規程第６７条
（汐留シティセンター）
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。

－

1,764,000

－

―

東京センチュリー
リース（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該職業訓練
情報機器第一部長 柴田
用機器の再リースであり、当該機器は同
和広
社以外からは賃借できないことから、会
千代田区神田練塀町３番
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
地
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,703,844

－

―

（株）ＪＳＯＬ

当該システムは(株)ＪＳＯＬが独自に開
発したものであり、本業務を実施するに
必要なシステムのプログラム、データ及
代表取締役 田邊 仁一 び同社ホストシステム運用に関するノウ
中央区晴海２丁目５番２ ハウ等は公開されておらず、同社以外の
４号
業者は取り扱うことができないことか
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。

－

47,566,298

－

―

富士通（株）

能力開発ネットワーク回線は、平成１７
年度に一般競争入札によって富士通
第四統括営業部長 江藤 （株）が整備した回線であり、この回線
孝宏
の利用に係る運用、保守サービスの提供
港区東新橋１－５－２
は、同社以外にはできないことから、会
（汐留シティセンター） 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。

－

2,258,550

－

―

五所川原市

前年度から継続した賃借の契約であり、
五所川原市長 平山 誠
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
敏
は目的が競争を許さないとき）に該当す
五所川原市字岩木町１２
るため。

－

3,742,719

－

―

宮城県

前年度から継続した賃借の契約であり、
宮城県知事 村井 嘉浩
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
仙台市青葉区本町３－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

19,675,660

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（関東職業能力開 構
発大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（千葉職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（千葉職業能力開 構
発短期大学校（成田校））
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（千葉職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発短期大学校（成田校））
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（港湾職業能力開 構
発短期大学校（横浜校））
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（港湾職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発短期大学校（横浜校））
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（新潟職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（新潟職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（北陸職業能力開 構
発大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（石川職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（浜松職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（滋賀職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（京都職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（島根職業能力開 構
発短期大学校）
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

小山市

前年度から継続した賃借の契約であり、
小山市長 大久保 寿夫 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
小山市中央町１－１－１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

29,753,901

－

―

千葉県

前年度から継続した賃借の契約であり、
千葉県知事 鈴木 栄治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千葉市中央区市場町１－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

23,664,248

－

―

千葉県

前年度から継続した賃借の契約であり、
千葉県知事 鈴木 栄治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千葉市中央区市場町１－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

14,244,308

－

―

成田市

成田市長 小泉 一成
成田市花崎町７６０

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

14,244,308

－

―

横浜市

横浜市長 林 文子
横浜市中区港町１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

28,801,520

－

―

神奈川県

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県知事 黒岩 祐
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
治
は目的が競争を許さないとき）に該当す
横浜市中区日本大通１
るため。

－

10,335,948

－

―

新潟県

前年度から継続した賃借の契約であり、
新潟県知事 泉田 裕彦
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
新潟市中央区新光町４－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

66,109,468

－

―

新発田市

前年度から継続した賃借の契約であり、
新発田市長 二階堂 馨
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
新発田市中央町４－１０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－４
るため。

－

2,521,743

－

―

魚津市

前年度から継続した賃借の契約であり、
魚津市長 黒澤 義敬
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
魚津市釈迦堂１－１０－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

23,011,396

－

―

石川県

石川県知事 谷本
金沢市鞍月１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
正憲 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。

－

6,081,080

－

―

浜松市

前年度から継続した賃借の契約であり、
浜松市長 鈴木 康友
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
浜松市中区元城町１０３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２
るため。

－

23,267,795

－

―

近江八幡市

前年度から継続した賃借の契約であり、
近江八幡市長 富士谷
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
英正
は目的が競争を許さないとき）に該当す
近江八幡市桜宮町２３６
るため。

－

88,277,706

－

―

舞鶴市

前年度から継続した賃借の契約であり、
舞鶴市長 多々見 良三 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
舞鶴市字北吸１０４４
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

37,261,959

－

―

島根県

島根県知事 溝口
衛
松江市殿町１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

29,022,570

－

―

善兵

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（中国職業能力開 構
発大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（福山職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（四国職業能力開 構
発大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（高知職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発短期大学校）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（高知職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（九州職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発大学校）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（川内職業能力開 構
発短期大学校）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（函館職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（旭川職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（青森職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（宮城職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（秋田職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（福島職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（いわき職業能力 構
開発促進センター）
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

岡山県

前年度から継続した賃借の契約であり、
岡山県知事 伊原木 隆
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
太
は目的が競争を許さないとき）に該当す
岡山市内山下２－４－６
るため。

－

48,287,066

－

―

福山市

福山市長 羽田 皓
福山市東桜町３－５

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

42,326,907

－

―

丸亀市

前年度から継続した賃借の契約であり、
丸亀市長 梶正治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
丸亀市大手町２－３－１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

27,271,984

－

―

高知県

前年度から継続した賃借の契約であり、
高知県知事 尾崎 正直
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
高知市丸の内１－２－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
０
るため。

－

34,569,861

－

―

香南市

前年度から継続した賃借の契約であり、
香南市長 清藤 真司
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
香南市野市町西野２７０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６
るため。

－

8,491,325

－

―

北九州市

前年度から継続した賃借の契約であり、
北九州市長 北橋 健治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉北区城内１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

29,938,825

－

―

薩摩川内市

薩摩川内市長 岩切 秀
雄
薩摩川内市神田町３－２
２

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

26,703,620

－

―

函館市

函館市長 工藤 寿樹
函館市東雲町４－１３

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

29,406,876

－

―

旭川市

旭川市長 西川 将人
旭川市６条通９－４６

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

12,531,000

－

―

青森県

青森県知事 鹿内 博
青森市長島１－１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

1,339,521

－

―

宮城県

前年度から継続した賃借の契約であり、
宮城県知事 村井 嘉浩
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
仙台市青葉区本町３－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

75,519,110

－

―

秋田県

前年度から継続した賃借の契約であり、
秋田県知事 佐竹 敬久 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
秋田市山王４－１－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

9,229,394

－

―

福島県

前年度から継続した賃借の契約であり、
福島県知事 佐藤 雄平 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
福島市杉妻町２－１６
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

18,299,947

－

―

いわき市

前年度から継続した賃借の契約であり、
いわき市長 渡辺 敬夫 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
いわき市平字梅本２１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

5,579,239

－

―

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（会津職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（茨城職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（栃木職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（群馬職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（埼玉職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（君津職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発促進センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（千葉職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（千葉職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（新潟職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（福井職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（長野職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（松本職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（岐阜職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（静岡職業訓練支 構
援センター）
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

会津若松市

会津若松市長 室井 照
平
会津若松市東栄町３－４
６

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

6,820,176

－

―

常総市

前年度から継続した賃借の契約であり、
常総市長 高杉 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
常総市水海道諏訪町３２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２２の３
るため。

－

19,006,977

－

―

栃木県

前年度から継続した賃借の契約であり、
栃木県知事 福田 富一
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
宇都宮市塙田１－１－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
０
るため。

－

43,586,494

－

―

高崎市

高崎市長 富岡 健治
高崎市高松町３５－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

27,966,245

－

―

埼玉県

前年度から継続した賃借の契約であり、
埼玉県知事 上田 清司
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
さいたま市浦和区高砂３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１５－１
るため。

－

23,467,414

－

―

君津市

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
君津市長 鈴木 洋邦
君津市久保２－１３－１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

17,202,420

－

―

千葉県

前年度から継続した賃借の契約であり、
千葉県知事 鈴木 栄治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千葉市中央区市場町１－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

25,096,722

－

―

千葉市

前年度から継続した賃借の契約であり、
千葉市長 熊谷 俊人
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千葉市中央区千葉港１－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

8,365,785

－

―

長岡市

前年度から継続した賃借の契約であり、
長岡市長 森 民夫
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長岡市大手通１－４－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
０
るため。

－

32,407,204

－

―

越前市

前年度から継続した賃借の契約であり、
越前市長 奈良 俊幸
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
越前市府中１－１３－７ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

16,619,882

－

―

長野県

前年度から継続した賃借の契約であり、
長野県知事 阿部 守一
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長野市南長野幅下６９２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２
るため。

－

16,111,512

－

―

松本市

松本市長 菅谷 昭
松本市丸の内３－７

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

18,356,774

－

―

土岐市

前年度から継続した賃借の契約であり、
土岐市長 加藤 靖也
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
土岐市土岐津町土岐口２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１０１
るため。

－

10,943,836

－

―

静岡県

前年度から継続した賃借の契約であり、
静岡県知事 川勝 平太 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
静岡市葵区追手町９－６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

108,890,120

－

―

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（愛知職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（愛知職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（中部職業能力開 構
発促進センター（名古屋分所））
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（三重職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（南伊勢職業能力 構
開発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（京都職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（大阪職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（関西職業能力開
構
発促進センター
契約担当役理事 桑原 幸治
（大阪港湾労働分所））
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（加古川職業能力 構
開発促進センター ）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（奈良職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（和歌山職業訓練 構
支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（米子職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（島根職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（島根職業訓練支 構
援センター）
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4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

愛知県

前年度から継続した賃借の契約であり、
愛知県知事 大村 秀章
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市中区三の丸３－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１－２
るため。

－

31,653,984

－

―

小牧市

前年度から継続した賃借の契約であり、
小牧市長 山下 史守朗 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
小牧市堀の内３－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

37,916,631

－

―

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合管理者
大村 秀章
名古屋市港区港町１－１
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

37,742,196

－

―

三重県

三重県知事 鈴木
津市広明町１３

前年度から継続した賃借の契約であり、
英敬 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。

－

23,910,541

－

―

三重県

三重県知事 鈴木
津市広明町１３

前年度から継続した賃借の契約であり、
英敬 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。

－

21,489,612

－

―

京都府

前年度から継続した賃借の契約であり、
京都府知事 山田 啓二
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
京都市上京区下立売通新
は目的が競争を許さないとき）に該当す
町西入藪ノ内町
るため。

－

125,885,792

－

―

大阪府

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪府知事 松井 一郎 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区大手前２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

123,617,700

－

―

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

21,907,433

－

―

加古川市

前年度から継続した賃借の契約であり、
加古川市長 樽本 庄一
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
加古川市加古川町北在家
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２０００
るため。

－

4,807,535

－

―

橿原市

前年度から継続した賃借の契約であり、
橿原市長 森下 豊
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
橿原市八木町１－１－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
８
るため。

－

16,038,517

－

―

和歌山市

前年度から継続した賃借の契約であり、
和歌山市長 大橋 建一 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
和歌山市七番丁２３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

29,480,692

－

―

米子市

米子市長 野坂 康夫
米子市加茂町１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

18,673,228

－

―

島根県

島根県知事 溝口
衛
松江市殿町１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

2,104,870

－

―

松江市

松江市長 松浦 正敬
松江市末次町８６

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

1,059,034

－

―

善兵

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（岡山職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（徳島職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（香川職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（愛媛職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（飯塚職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（佐賀職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（長崎職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（長崎職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（佐世保職業能力 構
開発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（佐世保職業能力 構
開発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（熊本職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（荒尾職業能力開 構
発促進センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（大分職業訓練支 構
援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（延岡職業能力開 構
発促進センター）
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

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

岡山県

前年度から継続した賃借の契約であり、
岡山県知事 伊原木 隆
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
太
は目的が競争を許さないとき）に該当す
岡山市内山下２－４－６
るため。

－

26,405,061

－

―

徳島県

前年度から継続した賃借の契約であり、
徳島県知事 飯泉 嘉門 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
徳島市万代町１－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,241,822

－

―

香川県

前年度から継続した賃借の契約であり、
香川県知事 浜田 恵造 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
高松市番町４－１－１０ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

36,342,631

－

―

松山市

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
松山市長 野志 克仁
松山市二番町４－７－２ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

18,996,956

－

―

飯塚市

飯塚市長 齊藤 守史
飯塚市新立岩５－５

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

11,055,185

－

―

佐賀市

佐賀市長 秀島 敏行
佐賀市栄町１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

2,756,634

－

―

長崎県

前年度から継続した賃借の契約であり、
長崎県知事 中村 法道 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長崎市江戸町２－１３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

930,235

－

―

諫早市

諫早市長 宮本 明雄
諫早市東小路町７－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

8,845,569

－

―

佐世保市

前年度から継続した賃借の契約であり、
佐世保市長 朝長 則男 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
佐世保市八幡町１－１０ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

9,407,374

－

―

長崎県

前年度から継続した賃借の契約であり、
長崎県知事 中村 法道 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長崎市江戸町２－１３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

9,740,543

－

―

平成25年4月1日

熊本県

前年度から継続した賃借の契約であり、
熊本県知事 浦島 郁夫
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
熊本市水前寺６－１８－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

14,441,191

－

―

平成25年4月1日

日本コークス工業
（株）

九州事務所長 松藤 義
文
大牟田市小浜町１－２ー
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

18,058,505

－

―

大分市

大分市長 釘宮 盤
大分市荷場町２－３１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

15,349,417

－

―

延岡市

延岡市長 首藤 正治
延岡市東本小路２－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

11,327,570

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
職業能力開発施設等の敷地の賃借（沖縄北部雇用能 構
力開発総合センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅名古屋 構
稲永第一・第二宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅名古屋 構
潮凪宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅名古屋 構
契約担当役理事 桑原 幸治
汐止宿舎）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅県宿
舎）

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅桃山宿 構
契約担当役理事 桑原 幸治
舎）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅重原宿 構
舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅名古屋 構
みなと宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪五 構
条宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪第 構
二池島宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪港 構
湾宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪八 構
幡屋宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪港 構
宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪桜 構
島宿舎）
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

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

名護市

名護市長 稲嶺 進
名護市港１－１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

1,673,029

－

―

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合管理者
大村 秀章
名古屋市港区港町１－１
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

10,097,856

－

―

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合管理者
大村 秀章
名古屋市港区港町１－１
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

2,739,960

－

―

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合管理者
大村 秀章
名古屋市港区港町１－１
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

22,370,496

－

―

高浜市

高浜市長 吉岡 初浩
高浜市青木４－１－２

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

1,079,478

－

―

春日井市

前年度から継続した賃借の契約であり、
春日井市長 伊藤 太
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
春日井市鳥居松町５－４
は目的が競争を許さないとき）に該当す
４
るため。

－

2,832,131

－

―

刈谷市

刈谷市長 竹中 良則
刈谷市東陽町１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

5,439,675

－

―

平成25年4月1日

名古屋港管理組合

名古屋港管理組合管理者
大村 秀章
名古屋市港区港町１－１
１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

5,991,936

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 鴻池 忠彦
一般財団法人大阪港
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市港区築港２－６－
湾福利厚生協会
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２４
るため。

－

6,380,466

－

―

平成25年4月1日

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

7,376,066

－

―

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

20,476,572

－

―

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

6,138,147

－

―

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

15,978,505

－

―

大阪市

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪市長 橋本 徹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市北区中之島１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２０
るため。

－

5,409,835

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅大阪田 構
中宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅出来島 構
宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸小 構
部宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸梅 構
契約担当役理事 桑原 幸治
元宿舎）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸梅 構
元宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸み 構
契約担当役理事 桑原 幸治
なと宿舎）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸東 構
川崎宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅門司折 構
戸口宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅鷺田宿 構
舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅門司白 構
野江宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅等の敷地の賃借（雇用促進住宅神戸港 構
湾労働者福祉センター宿舎）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
料・共益費（東北ブロック）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
料・共益費（中国ブロック）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
料・共益費（九州ブロック）
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

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

大阪府

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪府知事 松井 一郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区大手前２－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１－２２
るため。

－

15,009,000

－

―

平成25年4月1日

大阪府

前年度から継続した賃借の契約であり、
大阪府知事 松井 一郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区大手前２－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１－２２
るため。

－

10,784,600

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 田副 忠亮
一般財団法人神戸港
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神戸市中央区新港町１３
湾福利厚生協会
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－３
るため。

－

4,785,203

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 田副 忠亮
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
一般財団法人神戸港
神戸市中央区新港町１３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
湾福利厚生協会
－３
るため。

－

3,250,408

－

―

平成25年4月1日

兵庫県

前年度から継続した賃借の契約であり、
兵庫県知事 井戸 敏三
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神戸市中央区下山手通５
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１０－１
るため。

－

1,485,632

－

―

神戸市

前年度から継続した賃借の契約であり、
神戸市長 矢田 立郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神戸市中央区加納町６－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５－１
るため。

－

1,398,994

－

―

神戸市

前年度から継続した賃借の契約であり、
神戸市長 矢田 立郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神戸市中央区加納町６－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５－１
るため。

－

9,033,625

－

―

北九州市

前年度から継続した賃借の契約であり、
北九州市長 北橋 健治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉北区城内１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

1,929,857

－

―

平成25年4月1日

北九州市

前年度から継続した賃借の契約であり、
北九州市長 北橋 健治
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉北区城内１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

5,935,548

－

―

平成25年4月1日

理事長 野畑 昭彦
一般財団法人九州港 北九州市門司区本町１－
湾福利厚生協会
５ Ｐｏｒｔ Ｍｏｊｉ
壱番館６階

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

5,600,217

－

―

－

3,190,328

－

―

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

7,946,820

－

―

月額：662,235円

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

神戸市

前年度から継続した賃借の契約であり、
神戸市長 矢田 立郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神戸市中央区加納町６－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５－１
るため。

平成25年4月1日

三井住友信託銀行
（株）

不動産信託部長 田所
幸樹
港区芝３－３３－１

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
（株）竹中工務店開 本部長 南草 孝司
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
発事業本部
江東区南砂２－５－１４ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

9,370,344

－

―

月額：780,862円

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役 湯田 隆二
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
港区虎ノ門３－８－２１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

7,139,472

－

―

月額：594,956円

ＳＣ３４（有）

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（北海道障害 構
者職業センター相談室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（北海道障害 構
者職業センター旭川支所）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（宮城障害者 構
職業センター職業準備訓練室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の土地の賃借（群馬障害者職 構
契約担当役理事 桑原 幸治
業センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（埼玉障害者 構
職業センターリワーク支援室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（東京障害者 構
契約担当役理事 桑原 幸治
職業センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（東京障害者 構
職業センター多摩支所）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（東京障害者 構
職業センター多摩支所リワーク支援室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（神奈川障害 構
者職業センター職業準備訓練室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（神奈川障害 構
者職業センター職業準備支援室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（新潟障害者 構
職業センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（富山障害者 構
職業センター・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（石川障害者 構
職業センター・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（長野障害者 構
職業センター職業準備訓練室）
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

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

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 田中 賢龍
財団法人札幌勤労職
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
札幌市北区北二十四条西
業福祉センター
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５－１－１
るため。

－

861,528

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 辻 實
（有）ツジパーキン
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
旭川市４条通８丁目右１
グ
は目的が競争を許さないとき）に該当す
号
るため。

－

9,953,064

－

―

平成25年4月1日

清水地所（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 藤江 澄夫 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区京橋２－１８－４ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

9,140,508

－

―

群馬労働局

群馬労働局長 谷川 隆
一
前橋市大渡町１－１０－
７

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,351,082

－

―

大栄不動産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 萩原 正史
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋室町１－１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－８
るため。

－

17,676,576

－

―

三井住友信託銀行
（株）

不動産カストディ部長
千葉 達也
港区芝３－３３－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

93,975,204

－

―

不動産カストディ部長
千葉 達也
港区芝３－３３－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

32,889,792

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
日本プライムリアル 執行役員 金子 博人
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
ティ投資法人
中央区八重洲１－９－９ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

6,539,772

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

3,480,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 石井 尚
（有）大沼ゴルフク
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
相模原市南区西大沼５－
ラブ
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１５
るため。

－

8,819,364

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長
鈴木 広志
公益財団法人新潟市
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
新潟市白山浦１－６１３
開発公社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－６９
るため。

－

4,380,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 柴尾 恵一
住友生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区城見１－４
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－３５
るため。

－

22,988,688

－

―

平成25年4月1日

（株）三越

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 天野 公平 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋１－４－１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

27,720,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

4,762,800

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

三井住友信託銀行
（株）

特財

2.都道府
県所管

公財

2.都道府
県所管

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（長野障害者 構
職業センター職業講習室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（静岡障害者
構
職業センター、静岡高齢・障害者雇用支援セン
契約担当役理事 桑原 幸治
ター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（愛知障害者 構
職業センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（愛知障害者 構
契約担当役理事 桑原 幸治
職業センター豊橋支所）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センターの土地の賃借（三重障害者職業 構
センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（滋賀障害者 構
契約担当役理事 桑原 幸治
職業センター職業準備訓練室）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（滋賀障害者 構
職業センターリワーク室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（大阪障害者 構
職業センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（大阪障害者 構
職業センター南大阪支所）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（兵庫障害者 構
職業センターリワーク支援室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（奈良障害者 構
職業センター職業準備訓練室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（和歌山障害 構
者職業センター職業準備訓練室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（岡山障害者 構
職業センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（広島障害者 構
職業センター職業準備訓練室）
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

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

平成25年4月1日

八州商事（有）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 篠原 昭彦 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長野市中御所２－８－５ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,556,100

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 倉持 治夫
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大同生命保険（株） 大阪市西区江戸堀１－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

37,187,328

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 井門 義博
（株）井門エンター
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
品川区東大井５－１５－
プライズ
は目的が競争を許さないとき）に該当す
３
るため。

－

51,428,748

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 奥田 治幸
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
ＭＵＳファシリティ
千代田区丸の内２－５－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
サービス（株）
２
るため。

－

12,616,356

－

―

平成25年4月1日

三重労働局

前年度から継続した賃借の契約であり、
三重労働局長 塚田 滋 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
津市島崎町３２７－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,867,189

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

2,458,824

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
（株）マイスターエ 代表取締役 菊地 幸雄 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
ンジニアリング
千葉市美浜区中瀬１－３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

8,623,200

－

―

平成25年4月1日

倉敷紡績（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 井上 晶博
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区久太郎町２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－４－３１
るため。

－

75,574,476

－

―

堺商工会議所

前年度から継続した賃借の契約であり、
会頭 滝本 安克
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
堺市長曽根町１３０－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
３
るため。

－

13,430,616

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

2,364,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

5,040,000

－

―

平成25年4月1日

（有）太田ビル

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 太田 万利
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
子
は目的が競争を許さないとき）に該当す
和歌山市太田４２４－１
るため。

－

5,544,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
エヌ・ティ・ティ都 中国支店長 山下 裕之 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
市開発（株）
広島市中区基町６－７８ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

33,311,112

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 高橋 知子
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
広島市東区光町１－８－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２０
るため。

－

4,626,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

（株）やまと

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、場所、期間及び種別

駐車場（広島障害者職業センター）の賃借

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センターの土地の賃借（広島障害者職業 構
センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（福岡障害者 構
職業センター職業準備訓練室、リワーク支援室） 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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センターの土地の賃借（福岡障害者職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センター等の事務所の賃借（大分障害者 構
職業センター職業準備訓練室）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業センターの土地の賃借（熊本障害者職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（北 構
海道高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（青 構
森高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（岩 構
手高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（宮 構
城高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（秋 構
田高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（山 構
形高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（茨 構
城高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（栃 構
木高齢・障害者雇用支援センター）
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

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

（有）泰栄興産

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 竹本 美里
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
広島市東区光町２－２－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１６
るため。

－

1,104,000

－

―

広島市

前年度から継続した賃借の契約であり、
広島市長 秋葉 忠利
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
広島市中区国泰寺町１－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６－３４
るため。

－

1,625,892

－

―

（株）岡部不動産

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 栗山 修三
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
福岡市中央区大宮１－３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－４
るため。

－

9,167,340

－

―

福岡労働局

福岡労働局長 久保村
日出男
福岡市博多区博多駅東２
－１１－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

8,274,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

4,284,000

－

―

平成25年4月1日

熊本労働局

熊本労働局長 福島 譲
二
熊本市熊本市桜町１－２
０

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

1,075,831

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 伊藤 義郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
札幌国際ビル（株） 札幌市中央区北四条西四
は目的が競争を許さないとき）に該当す
丁目一番地
るため。

－

5,999,412

－

―

平成25年4月1日

日本ＧＥ（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 吉田 奉行
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
港区赤坂５丁目２番２０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
号
るため。

－

2,683,800

－

―

日鉄鉱業（株）

代表取締役社長 松本
六朗
千代田区丸の内二丁目３
番２号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,312,348

－

―

清水地所（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 藤江 澄夫
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区京橋二丁目１８番
は目的が競争を許さないとき）に該当す
４号
るため。

－

5,148,049

－

―

（株）友愛社

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 小畑 悟
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
秋田市山王三丁目１番７
は目的が競争を許さないとき）に該当す
号
るため。

－

2,675,376

－

―

平成25年4月1日

（株）須藤不動産

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 須藤 芳男
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
天童市東久野本一丁目１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番１２号
るため。

－

2,491,776

－

―

平成25年4月1日

代表社員 一般社団法人
港開発 執務執行者 山
合同会社はやぶさプ
本 顕三
ロパティ
港区赤坂２丁目１１番１
５号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,938,124

－

―

平成25年4月1日

代表執行役社長 松尾
明治安田生命保険相 憲治
互会社
千代田区丸の内２丁目１
番１号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,105,396

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（埼 構
玉高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（神 構
奈川高齢・障害者雇用支援センター）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（新 構
契約担当役理事 桑原 幸治
潟高齢・障害者雇用支援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（福 構
井高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（山 構
契約担当役理事 桑原 幸治
梨高齢・障害者雇用支援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（長 構
野高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（岐 構
契約担当役理事 桑原 幸治
阜高齢・障害者雇用支援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（愛 構
知高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（滋 構
賀高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（京 構
都高齢・障害者雇用支援センター
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（大 構
阪高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（兵 構
庫高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（奈 構
良高齢・障害者雇用支援センター）
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

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

平成25年4月1日

大栄不動産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 石村 等
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋室町１丁目
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１番８号
るため。

－

3,968,496

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 関 哲夫
（株）商工組合中央
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区八重洲２丁目１０
金庫
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番１７号
るため。

－

5,455,296

－

―

平成25年4月1日

（有）和田倉地所
平成ビルディング
（株）

取締役
福永 隆明
取締役社長
中村 俊一
千代田区丸の内１丁目２
番１号
中央区日本橋１－１－７
ＯＰ日本橋ビルディング

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,271,584

－

―

平成25年4月1日

代表執行役社長 松尾
明治安田生命保険相 憲治
互会社
千代田区丸の内二丁目１
番１号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,330,180

－

―

平成25年4月1日

鈴与興産（株）

代表取締役社長 内藤
孝二
渋谷区渋谷二丁目７番６
-４０２号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,967,416

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千代田区丸の内一丁目６
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番６号
るため。

－

5,803,812

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 小澤 義行
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
濃飛倉庫運輸（株） 岐阜市橋本町２丁目２０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番地
るため。

－

4,970,700

－

―

平成25年4月1日

大栄不動産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 石村 等
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋室町１丁目
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１番８号
るため。

－

4,680,144

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区今橋３丁目
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５番１２号
るため。

－

4,421,340

－

―

平成25年4月1日

みずほ証券プロパ
ティマネジメント
（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 山口 泰弘
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋１丁目２０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番６号
るため。

－

3,360,672

－

―

平成25年4月1日

倉敷紡績（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 井上 晶博
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区久太郎２丁
は目的が競争を許さないとき）に該当す
目４番３１号
るため。

－

7,185,588

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
不動産部長 桂 幹洋
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大同生命保険（株）
港区海岸１丁目２番３号 は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

4,405,656

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 傅寶 義孝
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
木津川市州見台1丁目６
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１３
るため。

－

5,682,792

－

―

伝宝商事（株）

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（和 構
歌山高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（鳥 構
取高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（島 構
根高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（岡 構
契約担当役理事 桑原 幸治
山高齢・障害者雇用支援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（広 構
島高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（山 構
契約担当役理事 桑原 幸治
口高齢・障害者雇用支援センター）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（愛 構
媛高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（高 構
知高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（福 構
岡高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（佐 構
賀高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（長 構
崎高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（熊 構
本高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（大 構
分高齢・障害者雇用支援センター）
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（宮 構
崎高齢・障害者雇用支援センター）
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

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

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区今橋３丁目
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
５番１２号
るため。

－

4,307,304

－

―

平成25年4月1日

代表執行役社長 松尾
明治安田生命保険相 憲治
互会社
千代田区丸の内二丁目１
番１号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

3,768,648

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役社長 仁科
（株）ビー・エス・
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
博勝
エス企画
は目的が競争を許さないとき）に該当す
米子市末広町２２７番地
るため。

－

2,879,784

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 角谷
（株）第一ビルティ 晃
中央区京橋二丁目４番１
ング
２号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

4,506,960

－

―

平成25年4月1日

広電不動産（株）

代表取締役社長 大田
哲哉
広島市中区東千田町二丁
目９番２９号

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

5,696,592

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

3,118,044

－

―

平成25年4月1日

（株）オワセ

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 大内 隆輝 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
松山市南堀端町５番地８ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

3,760,212

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
不動産部長 真珠 聡雄 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大同生命保険（株）
港区海岸１丁目２番３号 は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

3,160,476

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
オリックス・ファシ 代表取締役 善積 義行 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
リティーズ（株） 台東区秋葉原１番１号
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

3,627,792

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 横山 進一
住友生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市中央区城見一丁目
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
４番３５号
るため。

－

4,442,892

－

―

平成25年4月1日

代表取締役 佐藤 美樹
朝日生命保険相互会
前年度から継続した賃借の契約であり、
（朝日生命）千代田区大
社
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
手町二丁目６番１号
（株）青木ビルテッ
は目的が競争を許さないとき）に該当す
（青木ビル）長崎市出島
ク
るため。
町１番１４号

－

4,405,608

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 佐藤 美樹
朝日生命保険相互会
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
千代田区大手町二丁目６
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番１号
るため。

－

4,696,788

－

―

平成25年4月1日

大分交通（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
取締役社長 幸重 綱二
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大分市大字勢家芦崎１１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
０３番３
るため。

－

4,868,640

－

―

岩切商事（株）

代表取締役社長 山口
重明
宮崎市高千穂通１丁目７
番２４号

－

4,284,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
高齢・障害者雇用支援センターの事務所の賃借（鹿 構
児島高齢・障害者雇用支援センター）
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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

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

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 今村 敏治
鹿児島中央ビルディ
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
鹿児島市山之口町１番１
ング（株）
は目的が競争を許さないとき）に該当す
０号
るため。

－

4,690,344

－

―

平成25年4月1日

（有）丸錠産業

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
船橋市上山町１－１２７
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－６
るため。

－

1,440,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 中嶌 祥子
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
（有）シーエムエス 市川市市川２－３２－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２
るため。

－

1,740,000

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

936,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,272,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,044,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

864,000

－

―

（有）藤永

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締約 角田 永子 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
相模原市南区磯部４８３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,200,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,440,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

840,000

－

―

平成25年4月1日

（株）中村くつ下

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 中村 泰弘 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
有田市宮原町道９３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

960,000

－

―

平成25年4月1日

生和不動産保証
（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 黒田 順一
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市福島区福島５－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１
るため。

－

840,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,044,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

960,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

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

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

876,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

876,000

－

―

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

936,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

960,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

960,000

－

―

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

936,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

948,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,380,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

984,000

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

840,000

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 早川
（株）プリズミック 政章
港区南青山４－１－９

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

840,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

900,000

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,200,000

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 門内
大東建物管理（株） 仁志
港区港南２－１６－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

840,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

（株）澤井企画

（株）山上商店

金沢市西念１－５－８

輪島市鳳至町下町１０

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

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

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

912,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,344,000

－

―

平成25年4月1日

シグマジャパン
（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
京都市下京区東塩小路町
は目的が競争を許さないとき）に該当す
７３５
るため。

－

840,000

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 門内
大東建物管理（株） 仁志
港区港南２－１６－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

984,000

－

―

平成25年4月1日

（株）亀岡組

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
寿都郡黒松内町黒松内２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１０
るため。

－

960,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 新井 清蔵
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
エイブル保証（株） 名古屋市中区錦２－４－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
３錦パークビル１６Ｆ
るため。

－

803,580

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

828,000

－

―

平成25年4月1日

代表取締役社長 木原
インペックスビジネ 一成
スサービス（株） 新潟市中央区東大通１－
３－１

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

888,000

－

―

山口第一（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
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。

－

900,000

－

―

－

924,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

下関市岬之町８－５

平成25年4月1日

明星企画（有）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
草津市渋川１－９－２６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

平成25年4月1日

アサヒグローバル
（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
四日市市ときわ１－２－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１８
るため。

－

876,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

936,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

888,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

828,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

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

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 上西 郁夫
独立行政法人都市再
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市城東区森之宮１－
生機構
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６－８５
るため。

－

829,560

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
理事長 上西 郁夫
独立行政法人都市再
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
大阪市城東区森之宮１－
生機構
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６－８５
るため。

－

829,560

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,032,000

－

―

木村興産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉南区志井３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
８１
るため。

－

1,020,000

－

―

木村興産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉南区志井３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
８１
るため。

－

1,032,000

－

―

木村興産（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市小倉南区志井３
は目的が競争を許さないとき）に該当す
８１
るため。

－

1,020,000

－

―

（有）金鈴商事

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
高崎市矢中町３３４－１ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

900,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

864,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,062,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,212,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,002,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

840,000

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

816,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

946,800

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

職員借上宿舎賃貸借

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

日本放送協会放送受信料

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

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

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,010,400

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

981,600

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

954,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

962,400

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,178,400

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
神奈川県住宅供給公 理事長 猪股 篤雄
社
横浜市中区日本大通３３ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,002,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
（株）デジャブー・
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
八王子台町１－１２－２
エス・タカギ
は目的が競争を許さないとき）に該当す
７
るため。

－

1,095,600

－

―

平成25年4月1日

個人

前年度から継続した賃借の契約であり、
※特定個人を識別でき
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
る情報のため表示しない
は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,020,000

－

―

平成25年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
（株）エルムコーポ
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
札幌市中央区北二条西２
レーション
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－４１
るため。

－

1,200,000

－

―

平成25年4月1日

日本放送協会

放送法第６４条に基づく契約であり、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。

－

5,451,730

－

―

平成25年4月1日

開発業者であり、唯一の提供事業者であ
公務法人営業第一部長
るため、同社以外をして当該サービスを
（株）三井住友銀行 栗田 達郎
行うことができず、会計規程第６７条第
港区虎ノ門１－６－１２ 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。

－

4,271,400

－

―

平成25年4月1日

開発業者であり、唯一の提供事業者であ
公務法人営業第一部長
るため、同社以外をして当該サービスを
（株）三井住友銀行 栗田 達郎
行うことができず、会計規程第６７条第
港区虎ノ門１－６－１２ 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。

－

5,040,000

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
料・共益費及び駐車場賃借料（近畿・四国）
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4月1日

代表取締役社長 松尾
明治安田生命保険相 憲治
互会社
千代田区丸の内二丁目１
番１号

前年度からの継続した賃借の契約であ
り、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。

－

2,554,744

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構
外６点の増刷
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4月1日

代表取締役 小林 敏憲 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）あをばぷりん
さいたま市桜区西堀４丁 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
と
目９番１５号
に該当するため。

－

918,750

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ＴＣＭＳターゲットバランスサービス及びエレクト 構
ロニックバンキングに係る費用
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

国内ＣＭＳ利用に係る費用

調査研究報告書Ｎｏ．１０３の別冊

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

会長 松本 正之
渋谷区神南２－２－１

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
機構パンフレット２０１３（日本語版及び英語版） 構
の作成
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

契約を締結した日

平成25年4月1日

契約相手方の
商号又は名称

（株）マルニ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高度職業能力開発促進センター及び障害者職業総合 構
センター警備業務
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4月1日

千葉綜合警備保障
（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高度職業能力開発促進センター及び障害者職業総合 構
センター空調機器設備保守点検業務
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4月1日

（株）アシスト・
イー・エス

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
北海道職業訓練支援センターほか5施設で使用する 構
契約担当役理事 桑原 幸治
電気の需給
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年4月1日

北海道電力（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
青森職業訓練支援センターほか1施設で使用する電 構
気の需給
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
宮城職業訓練支援センター名取実習場①ほか２施設 構
で使用する電気の需給
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
秋田職業訓練支援センターほか２施設で使用する電 構
契約担当役理事 桑原 幸治
気の需給
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

山形職業訓練支援センターで使用する電気の需給

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4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

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）

東京ｏｆｆｉｃｅ所長
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
西山 輝夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区日本橋本石町３丁
に該当するため。
目３番５号
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 遠藤
会計規程第６８条第１項（競争に付して
秀文
も入札者がないとき又は再度の入札に付
千葉市花見川区幕張本郷
しても落札者がないとき）に該当するた
一丁目３番３３号
め。
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 小川 治朗
も入札者がないとき又は再度の入札に付
町田市鶴間１７０４－１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
取締役社長 川合 克彦 会計規程第６８条第１項（競争に付して
札幌市中央区大通東１丁 も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
目２番地
め。

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

－

997,395

－

―

－

34,093,080

－

―

2,841,090円/月(24ヵ月)
一般競争入札後不落随契

－

2,399,250

－

―

2,399,250円/年(2年)
一般競争入札後不落随契

－

44,675,575

－

―

一般競争入札後不落随契

東北電力（株）

執行役員お客さま本部副
本部長お客さま提案部長
京野 忠晴
仙台市青葉区本町一丁目
７番１号

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

17,151,804

－

―

一般競争入札後不落随契

東北電力（株）

執行役員お客さま本部副
本部長お客さま提案部長
京野 忠晴
仙台市青葉区本町一丁目
７番１号

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

27,470,243

－

―

一般競争入札後不落随契

東北電力（株）

執行役員お客さま本部副
本部長お客さま提案部長
京野 忠晴
仙台市青葉区本町一丁目
７番１号

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

19,750,610

－

―

一般競争入札後不落随契

東北電力（株）

執行役員お客さま本部副
本部長お客さま提案部長
京野 忠晴
仙台市青葉区本町一丁目
７番１号

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

5,170,177

－

―

一般競争入札後不落随契

－

29,174,299

－

―

一般競争入札後不落随契

－

13,866,679

－

―

一般競争入札後不落随契

－

46,809,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

15,750,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

2,167,016

－

―

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
香川職業訓練支援センターほか1施設で使用する電 構
気の需給
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4月1日

四国電力（株）

代表取締役社長 千葉
昭
高松市丸の内２－５

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高知職業訓練支援センターほか2施設で使用する電 構
気の需給
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4月1日

（株）エネット

代表取締役 池辺 裕昭
港区芝公園２－６－３

代表取締役社長 加藤
力
新宿区下落合一丁目５番
２２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
事業所台帳システム等の運用管理業務及びシステム 構
保守業務
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4月1日

（株）フォース

障害者職業総合センター食堂運営業務

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4月1日

シダックス大新東 代表取締役 遠山 秀徳
ヒューマンサービス 調布市調布ヶ丘三丁目６
（株）
番地３

雇用促進住宅専用水道施設維持管理業務

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4月1日

代表取締役 浮田 幸栄
足立区竹ノ塚２丁目２２
番１０号

（株）浮田設備

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、場所、期間及び種別

タクシー運送業務

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成25年4月1日

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
選定委員会により委託先として適切であ
理事長 市原 利成
千葉県個人タクシー
千葉市若葉区高品町１５ ると決定された者と契約を締結すること
協同組合
から、会計規程第６７条第１号（契約の
０－１
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

5,500,000

－

―

平成25年4月1日

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

828,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

816,000

－

―

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
選定に係る評価を行い、委託先として適
切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

876,000

－

―

（有）コーキ企画

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
選定に係る評価を行い、委託先として適
切であると決定された者と契約を締結す
岡山市辰巳１３－１０２
ることから、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。

－

840,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

828,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

840,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

852,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

840,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

900,000

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

双葉企画（有）

宇都宮市野沢町３－７

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、場所、期間及び種別

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

職員借上宿舎賃貸借

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

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

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

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

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

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

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

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２４年度財務諸表作成における退職給付債務の 構
計算業務
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
第３４回全国障害者技能競技大会における宿泊施設 構
等手配業務委託
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

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

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

840,000

－

―

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
選定に係る評価を行い、委託先として適
切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

804,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

960,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

900,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

876,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

840,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

864,000

－

―

個人

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
※特定個人を識別でき 選定に係る評価を行い、委託先として適
る情報のため表示しない 切であると決定された者と契約を締結す
ることから、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。

－

900,000

－

―

平成25年4月22日

三井住友信託銀行
（株）

退職給付債務計算を行うためには、当機
構が加入する労働関係法人厚生年金基金
取締役社長 常陰 均
の年金運用業務の主幹事行である同行の
千代田区丸の内一丁目４ 計算結果を活用する必要があり、会計規
番１号
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。

－

1,845,900

－

―

平成25年4月25日

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
東京法人東事業部 第３
選定委員会により委託先として適切であ
営業部長 吉野 伸彦
トップツアー（株）
ると決定された者と契約を締結すること
中央区日本橋１丁目１３
から、会計規程第６７条第１号（契約の
番１号
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

30,891,750

－

―

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月2日

平成25年4月3日

平成25年4月3日

平成25年4月7日

個人

（株）ＭＳ企画

印西市木刈６－９－７

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

平成２５年度産業別高齢者雇用推進事業委託

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年度産業別高齢者雇用推進事業委託

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年度産業別高齢者雇用推進事業委託

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年度産業別高齢者雇用推進事業委託

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年度産業別高齢者雇用推進事業委託

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２５年度高年齢者雇用安定助成金に係るリーフ 構
契約担当役理事 桑原 幸治
レットの印刷
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

基幹ネットワーク運用管理業務

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
第３４回全国障害者技能競技大会及び障害者ワーク 構
フェア２０１３会場設営等業務
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅アスベスト粉じん濃度測定調査再鑑定
構
業務(「北海道・東北」、「近畿･四国」、及び「中
契約担当役理事 桑原 幸治
国･九州」ブロック)
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅アスベスト粉じん濃度測定調査再鑑定 構
業務（「関東・甲信越」及び「中部」ブロック） 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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
東日本大震災に伴う宮城センター訓練機能復旧のた 構
めの建物賃借料
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

生涯現役をめざす職場づくり研究（作業工程改善
型）

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

生涯現役をめざす職場づくり研究（作業工程改善
型）

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

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5月1日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 秋本 幸男
全日本漬物協同組合
のであるから、会計規程第６７条第１号
千代田区外神田２－１６
連合会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
－２
とき）に該当するため。

－

9,981,000

－

―

契約期間：H25.5.1H27.3.15

平成25年5月1日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 後藤 充啓
一般社団法人日本鍛
のであるから、会計規程第６７条第１号
中央区日本橋本町４丁目
造協会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
９番２号
とき）に該当するため。

－

9,755,000

－

―

契約期間：H25.5.1H27.3.15

平成25年5月1日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 簗田 稔
一般社団法人組込み
のであるから、会計規程第６７条第１号
中央区日本橋浜町１丁目
システム技術協会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
８番１２号
とき）に該当するため。

－

9,998,000

－

―

契約期間：H25.5.1H27.3.15

平成25年5月1日

日本百貨店協会

公募により選定した相手方と契約するも
会長 茶村 俊一
のであるから、会計規程第６７条第１号
中央区日本橋２－２－１
（契約の性質又は目的が競争を許さない
０
とき）に該当するため。

－

9,980,000

－

―

契約期間：H25.5.1H27.3.15

平成25年5月1日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 小林 哲也
社団法人日本ホテル
のであるから、会計規程第６７条第１号
千代田区大手町２丁目２
協会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
番１号
とき）に該当するため。

－

9,952,000

－

―

平成25年5月8日

敷島印刷（株）

代表取締役 敷島 武法 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
熊本市南区近見４丁目８ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番３１号
に該当するため。

－

1,197,000

－

―

（株）フォース

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 加藤
会計規程第６８条第１項（競争に付して
力
も入札者がないとき又は再度の入札に付
新宿区下落合１丁目５番
しても落札者がないとき）に該当するた
２２号
め。

－

72,064,650

－

―

（株）アサツー
ディ・ケイ

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
代表取締役社長 植野
選定委員会により委託先として適切であ
伸一
ると決定された者と契約を締結すること
中央区築地一丁目１３番
から、会計規程第６７条第１号（契約の
１号
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

92,000,000

－

―

平成25年5月16日

秋田環境測定セン
ター（株）

当該業務は再鑑定であり、採取試料を保
有している当該業者以外が当該業務を
代表取締役 森 洋
行った場合、業務の継続性及び責任の所
秋田市川尻御休町１１－
在が不明確になるため。会計規程第６７
１４
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。

－

6,825,000

－

―

平成25年5月16日

当該業務は再鑑定であり、採取試料を保
有している当該業者以外が当該業務を
代表取締役 藤本 浩一
（株）アイテックリ
行った場合、業務の継続性及び責任の所
小牧市大字小松寺字上仲
サーチ
在が不明確になるため。会計規程第６７
田６３４－１
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。

－

1,848,000

－

―

平成25年6月1日

森トラスト（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役社長 森 章 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
港区虎ノ門２－３－１７ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

41,206,310

－

―

月額：4,120,631円
賃貸借期間：H25.6.1～Ｈ
27.5.31

平成25年6月20日

代表取締役社長 武井
（株）ボルテックス
宏
セイグン
安中市原市４３２番地

公募により選定した相手方と契約するも
のであるから、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。

－

462,400

－

―

契約期間：H25.6.20H27.2.27

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 松本 一雄
のであるから、会計規程第６７条第１号
堺市西区鳳東町６丁６２
（契約の性質又は目的が競争を許さない
９番地
とき）に該当するため。

－

1,682,200

－

―

契約期間：H25.6.20H27.2.27

平成25年5月10日

平成25年5月10日

平成25年6月20日

（株）マツモト

特社

1.国所管

1

契約期間：H25.5.1H27.3.15

月額：7,455,000円
履行期間：H25.6.11H26.6.10
一般競争入札後不落随契

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

生涯現役をめざす職場づくり研究（制度改善型）

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

生涯現役をめざす職場づくり研究（制度改善型）

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

新給与システムに係る調達・工程管理支援業務

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24日

伊藤忠テクノソ
リューションズ
（株）

高年齢者雇用安定助成金に係る様式等印刷

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28日

赤坂印刷（株）東京 取締役 赤坂 尚亮
支店
江東区冬木２１番４号

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

（株）延樂

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 濱田 政利
のであるから、会計規程第６７条第１号
黒部市宇奈月温泉３４７
（契約の性質又は目的が競争を許さない
番地の１
とき）に該当するため。

－

1,999,000

－

―

平成25年6月20日

（医）気象会

公募により選定した相手方と契約するも
理事長 石田 勲
のであるから、会計規程第６７条第１号
大阪市都島区都島南通２
（契約の性質又は目的が競争を許さない
丁目８番９号
とき）に該当するため。

－

1,605,250

－

―

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 菊地 哲
会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区霞が関３丁目２ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番５号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

26,932,500

－

―

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。

－

1,000,650

－

―

（株）マルニ

東京office所長 西山
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
輝夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区日本橋本石町３丁
に該当するため。
目３番５号

－

724,080

－

―

平成25年7月8日

（株）電通

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
代表取締役社長執行役員
選定委員会により委託先として適切であ
石井 直
ると決定された者と契約を締結すること
港区東新橋一丁目８番１
から、会計規程第６７条第１号（契約の
号
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

5,000,000

－

―

平成25年7月10日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 岡﨑
会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
俊哉
も入札者がないとき又は再度の入札に付
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
しても落札者がないとき）に該当するた
５番１２号
め。

－

2,527,455

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅アスベスト粉じん濃度測定調査再々鑑
構
定業務（「北海道・東北」、「近畿・四国」及び
契約担当役理事 桑原 幸治
「中国・九州」ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年7月12日

秋田環境測定セン
ター（株）

当該業務は再々鑑定であり、採取試料を
保有している当該業者以外が当該業務を
代表取締役 森 洋
行った場合、業務の継続性及び責任の所
秋田市川尻御休町１１－
在が不明確になるため、会計規程第６７
１４
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。

－

2,625,000

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
「障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示会 構
周知用リーフレットの作製」 外４件の作製
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7月12日

敷島印刷（株)

代表取締役 敷島 武法 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
熊本市南区近見４丁目８ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番３１号
に該当するため。

－

1,457,400

－

―

（株）マルニ

東京office所長 西山
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
輝夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区日本橋本石町３丁
に該当するため。
目３番５号

－

1,174,950

－

―

平成25年7月16日

（株)サーベイリ
サーチセンター

平成１８年度から継続して同一の対象者
を追跡するパネル調査であり、対象者個
代表取締役 藤澤 士朗
人情報を保有する事業者と契約せざるを
荒川区西日暮里２丁目４
得ないことから、会計規程第６７条第１
０番１０号
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。

－

3,244,500

－

―

平成25年7月17日

当該業者は、出版元の国立印刷局より官
報販売所に指定されている同者以外には
代表取締役 吉田 昌弘
東京官書普及（株)
履行できないことから、会計規程第６７
千代田区神田錦町１－２
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。

－

4,778,190

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２５年度高年齢者雇用安定助成金に係る支給申 構
請の手引の印刷等
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

障害者雇用支援月間に係る雑誌広告の企画、掲載

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
グループウェアにかかるバックアップ用ディスクの 構
増設対応
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

「研究成果物の増刷（４種）」

外１件の印刷

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

団塊世代の就業と生活に関する意識調査

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２４事業年度財務諸表等の官報公告掲載

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20日

平成25年7月5日

平成25年7月12日

備

考

履行期間：H25.6.24H27.4.30
一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契
（４３ヵ月）

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

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1日

（株）鷹取製作所

本事業の契約相手方は、契約目的の達成
のために必要な要件等をホームページ等
代表取締役 藤山 幸二
に掲示し、希望者を募った上で、実施申
郎
込みに基づき選定したものであることか
うきは市吉井町２１３番
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
地の１
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２５年度障害者雇用優良事業所等表彰に係る受 構
契約担当役理事 桑原 幸治
賞記念品の作製
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年8月2日

（株）東京カップ

代表取締役 武内 昭一 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
港区虎ノ門１丁目２番１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
２号
に該当するため。

－

1,559,848

－

―

光学ガラス製置時計 Z1803B 1個あたり\5,630（税
抜） 外

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２５年度障害者雇用支援月間ポスター原画募集 構
応募記念品の作製
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

代表取締役 小暮 和之 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）ジェイアール
渋谷区恵比寿南１－５－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
東日本企画
５
に該当するため。

－

1,123,080

－

―

キーホルダー1個あたり
\382（税別）

平成25年8月9日

当該案件は、企画競争を実施したが応札
者がなく不調となり、業務上遅くとも8月
中旬には業務を開始しなければならず、
代表取締役 藤本 憲生
再度調達期間の確保ができないことか
（株）アムール企画
芦屋市東山町１４－２１
ら、会計規程第６７条第２号（緊急の必
要により競争に付することができないと
き）に該当するため。

－

1,409,677

－

―

月額：￥190,000
契約期間：H25.8.19～
H27.7.31

平成25年8月23日

営業統括部長 川上 佳
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
富士ゼロックス千葉 宏
６０万円を超えない物件の購入）に該当
（株）
千葉市美浜区中瀬２丁目
するため。
６番１号

－

1,174,950

－

―

平成25年8月30日

不動産鑑定評価額の時点修正について
は、不動産鑑定を実施するよりも廉価か
つ短期間で実施できるものであり、前回
代表取締役 横田 道隆
（株）共立不動産鑑
鑑定を実施した不動産鑑定業者以外によ
渋谷区渋谷１－１２－１
定事務所
り実施することができないことから、会
２
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。

－

1,974,000

－

―

平成25年8月30日

不動産鑑定評価額の時点修正について
は、不動産鑑定を実施するよりも廉価か
つ短期間で実施できるものであり、前回
代表取締役 仙田 修
（株）日本エステー
鑑定を実施した不動産鑑定業者以外によ
港区新橋６－２２－８尾
トリサーチ
り実施することができないことから、会
島ビル６Ｆ
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。

－

1,974,000

－

―

平成25年9月6日

敷島印刷（株）

代表取締役 敷島 武法 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
熊本市南区近見４丁目８ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番３１号
に該当するため。

－

949,200

－

―

（株）ＪＳＯＬ

当該システムは同社が独自に開発したも
のであり、本業務実施に必要なシステム
のプログラム、データ及び同社ホストシ
取締役社長 中村 充孝
ステム運用に関するノウハウ等は公開さ
中央区晴海２丁目５番２
れておらず、同社以外の業者は取り扱う
４号
ことができないことから、会計規程第６
７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。

－

2,168,250

－

―

東京センチュリー
リース（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該機器の再
代表取締役 浅田 俊一 リース及び保守であり、当該機器は同社
千代田区神田練塀町３番 以外からは賃借できないことから、会計
地
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。

－

8,323,476

－

―

関東物産（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 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
中央区日本橋本町１丁目 も入札者がないとき又は再度の入札に付
５番９号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

32,707,500

－

―

生涯現役をめざす職場づくり研究（制度改善型）

兵庫障害者職業センター職業準備支援室の借上げ

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

研修用ノートＰＣほか周辺機器の調達

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構所有 構
地４７区画の不動産再鑑定評価（時点修正）業務 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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構所有 構
地４７区画の不動産再鑑定評価（時点修正）業務） 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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
「平成２５年度高年齢者雇用開発コンテスト」事例 構
集等の作成
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

税制改正等対応に係る給与システム改定業務

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職業リハビリテーション業務に係る業務・システム 構
最適化に関する機器等の再リース及び保守
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（マシニングセンタ（四国職業能力開発 構
大学校））の購入
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9月27日

平成25年9月30日

平成25年10月1日

－

1,626,980

－

―

一般競争入札後不落随契

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

平成25年度職業能力開発施設の総合耐震診断業務
（北海道・東北・外3ブロック）

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9日

雇用促進住宅管理システムの改修

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

代表取締役社長 黒川
平成25年10月15日 日本ユニシス（株） 茂
江東区豊洲１－１－１

代表取締役 土屋 正
（株）土屋建築研究
新宿区西新宿６－１４－
所
１

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）

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
同社は当該システムのソフトウェア著作
権を有しており、同社以外では当該業務
を履行できないことから、会計規程第６
７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。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
兵庫県に所在する雇用促進住宅耐震診断業務（近畿 構
ブロック２）
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

代表取締役 中村 重人
平成25年10月17日 （株）林設計事務所 大阪市北区天神橋４－７
－１３

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
静岡県袋井市以東に所在する雇用促進住宅耐震診断 構
契約担当役理事 丸岡 政文
業務（中部ブロック３）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成25年10月18日 （株）あい設計

東京支社支社長 山田
隆一
江東区亀戸２－２６－１
０

平成25年10月31日 （株）ＪＳＯＬ

当該システムは同社が独自に開発したも
のであり、本業務実施に必要なシステム
のプログラム、データ及び同社ホストシ
取締役社長 中村 充孝
ステム運用に関するノウハウ等は公開さ
中央区晴海２丁目５番２
れておらず、同社以外の業者は取り扱う
４号
ことができないことから、会計規程第６
７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。

年末調整等対応に係る給与システム改定業務

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（基板加工機（新潟職業能力開発短期大 構
契約担当役理事 丸岡 政文
学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

訓練用機器（材料試験機（愛知職業訓練支援セン
ター））の購入

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（複合電子回路システム（沖縄職業能力 構
開発大学校））の購入
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

障害者雇用支援システムの改修

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置（北海 構
道職業能力開発大学校））の購入
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（モデルベースデザイン学習装置（沖縄 構
職業能力開発大学校））の購入
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（基板加工機（北海道職業能力開発大学 構
校））の購入
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

訓練用機器（基板加工機（東北職業能力開発大学
校））の購入

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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月14日
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
中央区日本橋本町１丁目 も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月14日 関東物産（株）
５番９号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 岡﨑 俊哉 会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
平成25年11月15日
千代田区外神田６－１５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
リューション（株）
－１２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
官公庁営業本部第四統括
会計規程第６８条第１項（競争に付して
営業部長 江藤 孝宏
平成25年11月15日 富士通（株）
も入札者がないとき又は再度の入札に付
港区東新橋一丁目５番２
しても落札者がないとき）に該当するた
号
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 大槻
会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成25年11月18日 三和電気工業（株） 幸雄
も入札者がないとき又は再度の入札に付
新宿区新宿２丁目８－１ しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 大久保 憲 会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成25年11月18日 （株）バイナス
一
も入札者がないとき又は再度の入札に付
稲沢市高重東町４１－１ しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
平成25年11月19日
も入札者がないとき又は再度の入札に付
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
平成25年11月19日
も入札者がないとき又は再度の入札に付
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。

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

－

44,100,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

25,830,000

－

―

－

32,970,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

49,350,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,207,500

－

―

－

6,090,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

12,810,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

8,400,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

20,475,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

14,416,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

11,455,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

5,586,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

3,969,000

－

―

一般競争入札後不落随契

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、場所、期間及び種別

訓練用機器（基板加工機（近畿職業能力開発大学
校））の購入

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（基板加工機（滋賀職業能力開発短期大 構
学校））の購入
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

訓練用機器（基板加工機（中国職業能力開発大学
校））の購入

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

訓練用機器（基板加工機（九州職業能力開発大学
校））の購入

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（基板加工機（川内職業能力開発短期大 構
学校））の購入
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

訓練用機器（基板加工機（沖縄職業能力開発大学
校））の購入

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ラピッドプロトタイピング装置（川内 構
職業能力開発短期大学校））の購入
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年刉行分和雑誌の整備

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ラピッドプロトタイピング装置（滋賀 構
職業能力開発短期大学校））の購入
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
職場改善支援システム等及び給付金システム関連機 構
器等の再リース及び保守
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

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）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月19日
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月19日
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
平成25年11月19日
も入札者がないとき又は再度の入札に付
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月19日
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月19日
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
も入札者がないとき又は再度の入札に付
平成25年11月19日
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 岡﨑 俊哉 会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
平成25年11月19日
千代田区外神田６－１５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
リューション（株）
－１２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
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 高橋 敏明
平成25年11月20日 （株）多田屋
も入札者がないとき又は再度の入札に付
東金市南上宿１０－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 大原 勉
会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成25年11月21日 大東産商（株）
千代田区神田東松下町１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
２番地１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

東京センチュリー
平成25年11月29日
リース（株）

リース期間の満了に伴い有効活用を図る
ため、リースを受けていた当該機器の再
代表取締役 浅田 俊一 リース及び保守であり、当該機器は同社
千代田区神田練塀町３番 以外からは賃借できないことから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又は目
地
的が競争を許さないとき）に該当するた
め。

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

－

2,194,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

3,675,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

2,404,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

2,352,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

3,780,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

4,021,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

5,775,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

415,048

－

―

一般競争入札後不落随契

－

6,688,500

－

―

一般競争入札後不落随契

―

給付金システム関連機器等
再リース料（月額）7,612円
×10ヵ月 保守料（月額）
62,821円×10ヵ月 ほか

機器等 1,898,400円
保守（月額）15,960円×
60ヵ月
一般競争入札後不落随契

－

896,921

－

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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 岡﨑
会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
俊哉
平成25年11月29日
も入札者がないとき又は再度の入札に付
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
しても落札者がないとき）に該当するた
５番１２号
め。

－

1,962,240

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２６年度障害者雇用支援月間ポスター原画募集 構
要項の作成 外２件
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

社会福祉法人東京コ 所長 湯浅 克己
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
平成25年12月13日 ロニー
大田区大森西２丁目２２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
東京都大田福祉工場 番２６号
に該当するため。

－

661,794

－

―

－

2,184,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

17,094,000

－

―

一般競争入札後不落随契

ｓｙｓｌｏｇサーバ等の購入及び保守

訓練用機器（基板加工機（四国職業能力開発大学
校））の購入

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

訓練用機器（ＮＣ旋盤（富山職業訓練支援セン
ター））の購入

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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 栗木
会計規程第６８条第１項（競争に付して
東京エレクトロンデ 康幸
平成25年12月18日
も入札者がないとき又は再度の入札に付
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
しても落札者がないとき）に該当するた
番地４
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成25年12月19日 関東物産（株）
中央区日本橋本町１丁目 も入札者がないとき又は再度の入札に付
５番９号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

物品役務等の名称、場所、期間及び種別

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

職場改善好事例集の作成及び発送

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
東京障害者職業センターリワーク支援室の借上げに 構
係る賃借料及び管理費
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
神奈川障害者職業センター支援室の借上げに係る賃 構
契約担当役理事 丸岡 政文
借料及び共益費
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
長野障害者職業センター支援室の借上げに係る事務 構
所・駐車場賃借料及び共益費
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

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）

平成25年12月20日 (株)マルニ

東京office所長 西山
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
輝夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区日本橋本石町３丁
に該当するため。
目３番５号

平成25年12月26日 （株）長堀ビル

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
代表取締役 長堀 信一 選定委員会により委託先として適切であ
台東区元浅草３－１８－ ると決定された者と契約を締結すること
１０
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12月26日 （有）ユタカ産業

企画競争実施の公告を行い、受託を希望
する者から企画書等の提出を受けた後、
選定委員会により委託先として適切であ
取締役 渋谷 隆光
相模原市南区上鶴間本町 ると決定された者と契約を締結すること
から、会計規程第６７条第１号（契約の
１－３１－５０
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

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

－

－

－

1,096,200

8,536,374

2,199,960

－

－

－

備

考

―

―

企画競争実施
月額：￥4,268,187
Ｈ26.4～ \4,390,135
契約期間：H26.2.1～
H27.3.31

―

企画競争実施
月額：￥1,099,980
Ｈ26.4～￥1,131,408
契約期間：H26.2.1～
H28.3.31
企画競争実施
月額：￥533,400
契約期間：H26.2.1～
H26.3.31

平成26年1月10日

企画競争により選定した相手方と契約す
取締役社長 加藤 和男
中部ビル管理サービ
るものであり、会計規程第６７条第１号
長野市中御所３－１３－
ス（株）
（契約の性質又は目的が競争を許さない
７
とき）に該当するため。

－

1,066,800

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
外１ 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14日

情報印刷（株）

代表取締役 山下 利治 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
川崎市高津区宇奈根７１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
８－１５
に該当するため。

－

1,162,597

－

―

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20日

社会福祉法人東京コ 所長 湯浅 克己
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
ロニー 東京都大田 大田区大森西２－２２－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
福祉工場
２６
に該当するため。

－

1,271,970

－

―

平成26年1月24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
取締役社長 影山 岳志
も入札者がないとき又は再度の入札に付
東芝情報機器（株）
江東区豊洲５－６－１５
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

8,297,730

－

―

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
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27日

社会福祉法人東京コ 所長 湯浅 克己
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
ロニー
大田区大森西２－２２－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
東京都大田福祉工場 ２６
に該当するため。

－

803,250

－

―

販売手数料831円/冊

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27日

代表取締役 小野 孝志 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）ブルーホップ 中央区八丁堀１丁目１１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番３号
に該当するため。

－

992,036

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成25年度財務諸表作成における退職給付債務の計 構
算業務
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31日

三井住友信託銀行
（株）

当該業務は、当機構が加入する労働関係
法人厚生年金基金の年金運用業務の主幹
取締役社長 常陰 均
事行である同行の計算結果を活用する必
千代田区丸の内一丁目４
要があることから、会計規程第６７条第
番１号
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。

－

1,845,900

－

―

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31日

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）大塚商会 船 支店長 田島 秀紀
６０万円を超えない物件の購入）に該当
橋支店
船橋市葛飾町２－３４０
するため。

－

1,157,625

－

―

平成26年2月6日

当該業務は賃貸借契約により、賃貸人が
代表取締役社長 橋本
指定する業者以外には履行できないこと
（株）シミズ・ビル 正彦
から、会計規程第６７条第１号（契約の
ライフケア東海
名古屋市中区錦二丁目９
性質又は目的が競争を許さないとき）に
番２７号
該当するため。

－

1,732,500

－

―

平成26年2月7日

代表取締役
小野 孝
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
志
（株）ブルーホップ
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区八丁堀１丁目１１
に該当するため。
番３号

－

1,975,917

－

―

地域障害者職業センター業務運営手引の作成
件

在職者訓練修了証書の印刷及び発送

外３件

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
人事管理システム新環境対応等改修及び導入・設置 構
契約担当役理事 丸岡 政文
業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

「平成２６年度版
刷・製本及び販売

就業支援ハンドブック」の印

共同研究年報（平成２４年度版）の印刷及び発送
外１件

セキュリティＵＳＢメモリの整備

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
愛知高齢・障害者雇用支援センター増床に伴う間仕 構
切り他業務
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者職業総合センター職業センター支援マニュア 構
ルNO.10 外２件
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

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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

平成26年2月12日

（株）ＪＳＯＬ

当該システムは(株)ＪＳＯＬが独自に開
発したものであり、本業務を実施するに
必要なシステムのプログラム、データ及
代表取締役社長 中村
び同社ホストシステム運用に関するノウ
充孝
ハウ等は公開されておらず、同社以外の
中央区晴海２丁目５番２
業者は取り扱うことができないことか
４号
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。

－

4,389,000

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
大阪高齢・障害者雇用支援センター拡充に係るクラ 構
契約担当役理事 丸岡 政文
ボウアネックスビル３階の原状変更業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成26年2月12日

当該業務は賃貸借契約により、賃貸人が
指定する業者以外には履行できないこと
コクヨエンジニアリ 支店長 岡本 雅史
ング＆テクノロジー 大阪市中央区難波四丁目 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
（株） 関西支店 １番１５号
該当するため。

－

3,759,000

－

―

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12日

（株）集賛舎

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。

－

1,601,670

－

―

平成26年2月14日

当該業務は賃貸借契約により、賃貸人が
常務執行役員本店長 伊
指定する業者以外には履行できないこと
（株）アサヒ ファ
藤 雄二
から、会計規程第６７条第１号（契約の
シリティズ 大阪本
大阪市中央区北浜二丁目
性質又は目的が競争を許さないとき）に
店
６番２６号
該当するため。

－

1,748,019

－

―

研究成果物（６種）の増刷

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17日

（株）マルニ

東京ｏｆｆｉｃｅ所長
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
西山 輝夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区日本橋本石町３丁
に該当するため。
目３－５

－

1,298,535

－

―

宿泊棟の食堂整備に係る厨房機器の購入等

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24日

タニコー（株）

所長 池田 征一郎
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
千葉市美浜区稲毛海岸二 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
丁目１番２８号
するため。

－

955,500

－

―

パソコン及びプリンターの購入

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28日

代表取締役社長 岡﨑
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
俊哉
富士電機ＩＴソ
６０万円を超えない物件の購入）に該当
リューション（株） 千代田区外神田六丁目１
するため。
５番１２号

－

1,582,200

－

―

平成26年3月4日

当機構が賃借している物件に係る原状変
更業務であり、賃貸借契約において賃貸
コクヨエンジニアリ 支店長 岡本 雅史
人が指定する業者に履行させなければな
ング＆テクノロジー 大阪市中央区難波四丁目 らないと契約書上に定められていること
（株） 関西支店 １番５号
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。

－

1,371,600

－

―

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

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）トータル・サ 営業部長 石川 一哉
６０万円を超えない物件の購入）に該当
ポート・システム つくば市諏訪Ｃ19街区６
するため。

－

1,124,550

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構
外１点の印刷
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

敷島印刷（株）

代表取締役 敷島 武法 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
熊本市南区近江４丁目８ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番３１号
に該当するため。

－

1,213,920

－

―

平成26年3月10日

当機構が賃借している物件に係る原状変
更業務であり、賃貸借契約において賃貸
（株）アサヒ ファ 支店長 清水 孝典
人が指定する業者に履行させなければな
シリティズ 大阪本 大阪市中央区北浜二丁目 らないと契約書上に定められていること
店
６番２６号
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。

－

1,782,000

－

―

当該土地を所有する相手方からの購入で
あり、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。

－

5,419,114

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
消費税法改正等に係る給与システムプログラムの一 構
契約担当役理事 丸岡 政文
部変更作業
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

調査研究報告書NO.117の印刷

外３件

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
大阪高齢・障害者雇用支援センター拡充に係るクラ
構
ボウアネックスビル３階の原状変更業務（電気工
契約担当役理事 丸岡 政文
事）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
大阪障害者職業センター会議室等整備に係るクラボ 構
ウアネックスビル３階の原状変更業務
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

プリンタ用消耗品の購入

改正納付金制度説明用パンフレット

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
大阪障害者職業センター会議室等整備に係るクラボ 構
ウアネックスビル３階の原状変更業務（電気工事） 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

雇用促進住宅東山宿舎敷地内の土地の購入

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14日

豊田市

代表取締役 島 正彦
館山市山本２２６

豊田市長 大田 稔彦
豊田市西町３－６０

備

考

（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
公益法人の場合
物品役務等の名称、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・求職者雇用支援機
平成２６年度高年齢者雇用安定助成金に係るリーフ 構
レットの印刷
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
人事異動に伴う本部ネットワーク構成の変更及びグ 構
ループウェアID等の更新
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

契約を締結した日

平成26年3月19日

平成26年3月27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

（株）コモ

代表取締役 渡邉 富士 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
雄
５０万円を超えない工事若しくは製造）
墨田区緑２－７－１
に該当するため。

－

1,564,920

－

―

（株）フォース

システム構成を熟知し、システムへ職員
の情報を入力する作業であり、障害等の
対応において業務への影響を最小限に抑
代表取締役社長 加藤
えることができるのは、当該システムの
力
新宿区下落合１丁目５番 運用管理会社である同社しかいないこと
から、会計規程第６７条第１号（契約の
２２
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

8,698,200

－

―

備

考

