（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）

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 田邊
び同社ホストシステム運用に関するノウ
仁一
ハウ等は公開されておらず、同社以外の
中央区晴海２－５－２４
業者は取り扱うことができず。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。
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 田邊
び同社ホストシステム運用に関するノウ
仁一
ハウ等は公開されておらず、同社以外は
中央区晴海２－５－２４
取り扱うことができず、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。
同社の警備機器による警備は、機器設置
代表取締役社長 前田
者である同社以外に行うことができず、
修司
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
渋谷区１－５－１
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
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年4月1日

（株）ＪＳＯＬ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
育児介護短時間勤務制度の導入等に伴う給与システ 構
契約担当役理事 桑原 幸治
ム改定業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

（株）ＪＳＯＬ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
地域障害者職業センター及び高齢・障害者雇用支援 構
センター機械警備業務委託
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

平成24年4月1日

(株)セコム

平成24年4月1日

前年度から継続した保管業務の契約であ
官公庁営業部長 板垣
り、会計規程第６７条第１号（契約の性
(株)ワンビシアーカ
一視
質又は目的が競争を許さないとき）に該
イブズ
港区虎ノ門４－１－２８
当するため。

給与計算処理の委託（卖価契約）

文書保管集配業務の委託（卖価契約）

独立行政法人高齢・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

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
情報機器第一部長 柴田
リース及び保守であり、当該機器は同社
和広
以外からは賃借できず、会計規程第６７
港区浜松町２－４－１
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。
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
情報機器第一部長 柴田
リース及び保守であり、当該機器は同社
和広
以外からは賃借できず、会計規程第６７
港区浜松町２－４－１
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。

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

－

―

－

10,605,000

－

―

－

5,787,180

－

―

－

14,204,316

－

―

卖価契約（1個あたり)ファ
イルボックス（Ｍ）保管料
@110円 ほか

－

1,476,720

－

―

月額リース料：20,013円
月額保守料：103,047円

－

3,182,004

－

―

月額リース料：33,306円
月額保守料：231,861円

東京センチュリー
リース(株)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
本部ネットワーク機器等の再リース及び保守（卖価 構
契約担当役理事 桑原 幸治
契約）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

東京センチュリー
リース(株)

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
特例財団法人札幌勤 理事長 田中 賢龍
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
労者職業福祉セン 札幌市北区北二十四条西
目的が競争を許さないとき）に該当する
ター
5-1-1
ため。

－

861,528

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 辻 實
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
(有)ツジパーキング 旭川市４条通８丁目右１
目的が競争を許さないとき）に該当する
号
ため。

－

9,953,064

－

―

平成24年4月1日

清水地所（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 藤江 澄夫 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区京橋２－１８－４ 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㈱

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 萩原 正史
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区日本橋室町１－１
目的が競争を許さないとき）に該当する
－８
ため。

－

17,676,576

－

―

平成24年4月1日

中央三井信託銀行
(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。

－

94,615,568

－

―

平成24年4月1日

中央三井信託銀行
(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

－

―

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
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（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
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（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

平成24年4月1日

平成24年4月1日

卖価契約（月例給与処理料
金（職員別給与台帳作成処
理含む）①基本料 １回当り
１９５,０００円 ほか）

16,542,750

平成24年4月1日

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

考

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
機構基幹ネットワークシステム用サーバ機器等に係 構
る再リース及び保守（卖価契約）
契約担当役理事 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

備

特財

都道府県
所管

（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（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
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（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
契約担当役理事 桑原 幸治
職業センター・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
障害者職業センター等の事務所の賃借（山梨障害者 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（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
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土地の賃借（岐阜障害者職 構
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（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
職業センター豊橋支所）
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

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24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
日本プライムリアル 執行役員 金子 博人
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
ティ投資法人
中央区八重洲１－９－９ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

6,539,772

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,480,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 石井 尚
(有)大沼ゴルフクラ
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
相模原市单区西大沼５－
ブ
目的が競争を許さないとき）に該当する
１５
ため。

－

8,819,364

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
理事長
鈴木 広志
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
公益財団法人新潟市
新潟市白山浦１－６１３
目的が競争を許さないとき）に該当する
開発公社
－６９
ため。

－

4,380,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 柴尾 恵一
住友生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区城見１－４
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
－３５
ため。

－

22,988,700

－

―

平成24年4月1日

（株）三越

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 天野 公平 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区日本橋１－４－１ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

27,720,000

－

―

（株）内藤ハウス

代表取締役社長 内藤
篤
韮崎市円野町上円井３１
３９

前年度から継続した賃借契約であり、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。

－

882,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

4,762,800

－

―

八州商事（有）

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 篠原 昭彦 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
長野市中御所２－８－５ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,556,100

－

―

岐阜県

前年度から継続した賃借契約であり、会
岐阜県知事 古田 肇
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
岐阜市薮田单２－１－１ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,031,928

－

―

平成24年4月1日

大同生命保険(株)

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 倉持 治夫
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市西区江戸堀１－２
目的が競争を許さないとき）に該当する
－１
ため。

－

37,187,328

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 井門 義博
（株）井門エンター
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
品川区東大井５－１５－
プライズ
目的が競争を許さないとき）に該当する
３
ため。

－

51,428,748

－

―

平成24年4月1日

MUSファシリティ
サービス（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 奥田 治幸
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
千代田区丸の内２－５－
目的が競争を許さないとき）に該当する
２
ため。

－

12,616,356

－

―

三重労働局

前年度から継続した賃借契約であり、会
三重労働局長 塚田 滋 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
津市島崎町３２７－２
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,867,189

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

公財

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（滋賀障害者 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（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
契約担当役理事 桑原 幸治
職業センター单大阪支所）
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
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（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

駐車場（広島障害者職業センター）の賃借

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
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
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

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24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

2,458,824

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
（株）マイスターエ 代表取締役 菊地 幸雄 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
ンジニアリング
千葉市美浜区中瀬１－３ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

8,623,200

－

―

平成24年4月1日

倉敷紡績（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 井上 晶博
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区久太郎町２
目的が競争を許さないとき）に該当する
－４－３１
ため。

－

75,574,476

－

―

堺商工会議所

前年度から継続した賃借契約であり、会
会頭 滝本 安克
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
堺市長曽根町１３０－２
目的が競争を許さないとき）に該当する
３
ため。

－

13,430,616

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

5,040,000

－

―

平成24年4月1日

（有）太田ビル

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 太田 万利
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
子
目的が競争を許さないとき）に該当する
和歌山市太田４２４－１
ため。

－

5,544,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
エヌ・ティ・ティ都 中国支店長 山下 裕之 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
市開発（株）
広島市中区基町６－７８ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

33,311,112

－

―

平成24年4月1日

（株）やまと

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 高橋 知子
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
広島市東区光町１－８－
目的が競争を許さないとき）に該当する
２０
ため。

－

4,626,000

－

―

（有）泰栄興産

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 竹本 美里
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
広島市東区光町２－２－
目的が競争を許さないとき）に該当する
１６
ため。

－

1,104,000

－

―

広島市

前年度から継続した賃借契約であり、会
広島市長 秋葉 忠利
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
広島市中区国泰寺町１－
目的が競争を許さないとき）に該当する
６－３４
ため。

－

1,725,852

－

―

（有）天禄ビル

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 栗山 修三
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
福岡市中央区大宮１－３
目的が競争を許さないとき）に該当する
－４
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。

－

18,689,528

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

4,284,000

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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
障害者職業センターの土地の賃借（熊本障害者職業 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
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
契約担当役理事 桑原 幸治
手高齢・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（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
契約担当役理事 桑原 幸治
田高齢・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（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（福 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（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
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
潟高齢・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
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

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

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24年4月1日

熊本労働局

前年度から継続した賃借契約であり、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24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 伊藤 義郎
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
札幌国際ビル（株） 札幌市中央区北四条西四
目的が競争を許さないとき）に該当する
丁目一番地
ため。

－

5,999,412

－

―

平成24年4月1日

日本ＧＥ（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 吉田 奉行
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
港区赤坂５丁目２番２０
目的が競争を許さないとき）に該当する
号
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契約であり、会
代表取締役 藤江 澄夫
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区京橋二丁目１８番
目的が競争を許さないとき）に該当する
４号
ため。

－

5,883,480

－

―

（株）友愛社

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 小畑 悟
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
秋田市山王三丁目１番７
目的が競争を許さないとき）に該当する
号
ため。

－

2,675,376

－

―

（株）須藤不動産

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 須藤 芳男
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
天童市東久野本一丁目1
目的が競争を許さないとき）に該当する
番12号
ため。

－

2,491,776

－

―

平成24年4月1日

（有）佐平

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役 佐藤 和子
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
福島市置賜町１番２９号 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,938,964

－

―

平成24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24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

－

―

大栄不動産（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 石村 等
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区日本橋室町１丁目
目的が競争を許さないとき）に該当する
１番８号
ため。

－

3,968,496

－

―

平成24年4月1日

商工組合中央金庫

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 関 哲夫
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区八重洲２丁目１０
目的が競争を許さないとき）に該当する
番１７号
ため。

－

5,455,296

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
（有）和田倉地所 取締役 福永 隆明
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
平成ビルディング 千代田区丸の内１丁目２
目的が競争を許さないとき）に該当する
（株）
番１号
ため。

－

3,271,584

－

―

平成24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

－

3,330,180

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

熊本労働局長 福島 譲
二
熊本市熊本市桜町１－２
０

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）

前年度から継続した賃借契約であり、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（山 構
梨高齢・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
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
阜高齢・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（愛 構
契約担当役理事 桑原 幸治
知高齢・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（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
契約担当役理事 桑原 幸治
都高齢・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（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
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
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（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

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

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24年4月1日

鈴与興産（株）

前年度から継続した賃借契約であり、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24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
千代田区丸の内一丁目６
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
番６号
ため。

－

5,803,812

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 小澤 義行
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
濃飛倉庫運輸（株） 岐阜市橋本町２丁目２０
目的が競争を許さないとき）に該当する
番地
ため。

－

4,970,700

－

―

平成24年4月1日

大栄不動産（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 石村 等
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区日本橋室町１丁目
目的が競争を許さないとき）に該当する
１番８号
ため。

－

4,680,144

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区今橋３丁目
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
５番１２号
ため。

－

4,421,340

－

―

平成24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契約であり、会
取締役社長 山口 泰弘
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
中央区日本橋１丁目２０
目的が競争を許さないとき）に該当する
番６号
ため。

－

3,360,672

－

―

平成24年4月1日

倉敷紡績（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 井上 晶博
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区久太郎２丁
目的が競争を許さないとき）に該当する
目４番３１号
ため。

－

7,185,588

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
不動産部長 桂 幹洋
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大同生命保険（株）
港区海岸１丁目２番３号 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

4,405,656

－

―

平成24年4月1日

伝宝商事（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 傅寶 義孝
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
木津川市州見台1丁目６
目的が競争を許さないとき）に該当する
－１３
ため。

－

5,682,792

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
不動産部長 窪谷 治
日本生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区今橋３丁目
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
５番１２号
ため。

－

4,307,304

－

―

平成24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24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役社長 仁科
（株）ビー・エス・
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
博勝
エス企画
目的が競争を許さないとき）に該当する
米子市末広町２２７番地
ため。

－

2,879,784

－

―

平成24年4月1日

代表取締役社長 角谷
（株）第一ビルティ 晃
ング
中央区京橋二丁目４番１
２号

前年度から継続した賃借契約であり、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24年4月1日

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

－

―

広電不動産（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

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）

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（山 構
口高齢・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（香 構
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（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
契約担当役理事 桑原 幸治
知高齢・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
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
契約担当役理事 桑原 幸治
賀高齢・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
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
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

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24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,118,044

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 横山 進一
住友生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大阪市中央区城見一丁目
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
4番35号
ため。

－

2,036,280

－

―

平成24年4月1日

（株）オワセ

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 大内 隆輝 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
松山市单堀端町５番地８ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,760,212

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
不動産部長 真珠 聡雄 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大同生命保険（株）
港区海岸１丁目２番３号 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,160,476

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
オリックス・ファシ 代表取締役 善積 義行 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
リティーズ（株） 台東区秋葉原１番１号
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

3,627,792

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 横山 進一
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
住友生命保険相互会
大阪市中央区城見一丁目
目的が競争を許さないとき）に該当する
社
４番３５号
ため。

－

4,442,892

－

―

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 美樹
・朝日生命保険相互
前年度から継続した賃借契約であり、会
・（朝日生命）千代田区
会社
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大手町二丁目６番１号
・（株）青木ビル
目的が競争を許さないとき）に該当する
・（青木ビル）長崎市出
テック
ため。
島町１番１４号

－

4,405,608

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 佐藤 美樹
朝日生命保険相互会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
千代田区大手町二丁目６
社
目的が競争を許さないとき）に該当する
番１号
ため。

－

4,696,788

－

―

平成24年4月1日

大分交通（株）

前年度から継続した賃借契約であり、会
取締役社長 幸重 綱二
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
大分市大字勢家芦崎１１
目的が競争を許さないとき）に該当する
０３番３
ため。

－

4,868,640

－

―

平成24年4月1日

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

前年度から継続した賃借契約であり、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。

－

4,284,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 今村 敏治
鹿児島中央ビルディ
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
鹿児島市山之口町１番１
ング（株）
目的が競争を許さないとき）に該当する
０号
ため。

－

4,690,344

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,440,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 早川 正章 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
（株）プリズミック
港区单青山４－１－９
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

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

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24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 早川 正章 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
（株）プリズミック
港区单青山４－１－９
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 北澤 俊和
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
シグマジャパン(株) 京都市下京区東塩小路町
目的が競争を許さないとき）に該当する
735
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,380,000

－

―

大東建物管理(株)

代表取締役社長 門内
仁志
港区芝公園２－４ー１

前年度から継続した賃借契約であり、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。

－

948,000

－

―

大東建物管理(株)

代表取締役社長 門内
仁志
港区港单２－１６－１

前年度から継続した賃借契約であり、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。

－

876,000

－

―

大東建物管理(株)

代表取締役社長 門内
仁志
港区港单２－１６－１

前年度から継続した賃借契約であり、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

－

―

長濱(株)

前年度から継続した賃借契約であり、会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
神戸市東灘区森单町１－
目的が競争を許さないとき）に該当する
２－２６
ため。

－

1,140,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,344,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,440,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

900,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 中嶌 祥子
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
(有）シーエムエス 市川市市川２－３２－２
目的が競争を許さないとき）に該当する
２
ため。

－

1,740,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

828,000

－

―

(有)丸錠産業

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 藤井 教之
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
船橋市上山町１－１２７
目的が競争を許さないとき）に該当する
－６
ため。

－

1,440,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,272,000

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
代表取締役 角田 永子 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
相模原市磯部４８３
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

前年度から継続した賃借契約であり、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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,416,000

－

―

ワイチ産業

代表取締役 津守
和歌山市下町５８

前年度から継続した賃借契約であり、会
孝信 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

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

あけぼの産業(株)

前年度から継続した賃借契約であり、会
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
市川市国分２－２４－３ 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,392,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,008,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

936,000

－

―

(株)亀岡組

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 亀岡 利明
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
寿都郡黒松内町黒松内
目的が競争を許さないとき）に該当する
210
ため。

－

960,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,044,000

－

―

(株)山上商店

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

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 黒田 順一 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
生和不動産保証(株)
大阪市福島区福島5-8-1 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 黒田 順一 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
生和不動産保証(株)
大阪市福島区福島5-8-1 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 黒田 順一 計規程第６７条第１号（契約の性質又は
生和不動産保証(株)
大阪市福島区福島5-8-1 目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

984,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

前年度から継続した賃借契約であり、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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

840,000

－

―

(株)中村くつ下

代表取締役 中村
有田市宮原町道93

前年度から継続した賃借契約であり、会
泰弘 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

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

1,200,000

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

(株)澤井企画

金沢市西念イ5-8

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練機器（施工振動管理システム（北海道職業能力 構
開発大学校））の賃借（再リース）
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

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

個人

－

948,000

－

―

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

936,000

－

―

平成24年4月1日

個人

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

960,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 大可 龍三
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
(有)ベリーシャトウ 広島市西区草津新町1-4目的が競争を許さないとき）に該当する
10
ため。

－

840,000

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

－

864,000

－

―

－

2,378,628

－

―

－

2,735,964

－

―

－

1,177,080

－

―

－

4,936,491

－

―

－

79,417,800

－

―

－

32,957,703

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

個人

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練機器（施工振動管理システム（関東職業能力開 構
発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
情報ネットワークに係るサーバ機器の賃借（再リー 構
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

平成24年4月1日

東京センチュリー
リース（株）

情報機器第一部長 柴田
和広
港区浜松町２－４－１

独立行政法人高齢・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年4月1日

東京センチュリー
リース（株）

情報機器第一部長 柴田
和広
港区浜松町２－４－１

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
利用
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

平成24年4月1日

富士通（株）

第四統括営業部長 江藤
孝宏
港区東新橋１－５－２

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

平成24年4月1日

（株）ＪＳＯＬ

代表取締役社長 田邊
仁一
中央区晴海２－５－２４

給与等計算システム保守等業務委託

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契約であり、会
※特定個人を識別でき
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
る情報のため表示しない
目的が競争を許さないとき）に該当する
ため。

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

グループウェアサーバ機器等の賃借（再リース）

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）

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。
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。
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。
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。
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(株)が
整備した回線であり、この回線の利用に
係る運用、保守サービスの提供は、同社
以外には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。
ホストコンピュータに格納されているシ
ステムは、ＪＳＯＬが独自に開発したも
のである。その著作権はＪＳＯＬに帰属
し、技術情報は非公開とされているた
め、他の業者が取り扱うことはできない
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。

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

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年4月1日

富士通（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（モーションコントロール実習システム 構
（職業能力開発総合大学校））の賃借（再リース） 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

平成24年4月1日

代表取締役社長 田中
NECキャピタルソ
重穂
リューション（株）
港区芝五丁目２番１１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（通信ネットワーク教育システム（新潟 構
職業能力開発短期大学校）)の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

NTTファイナンス
（株）

代表取締役 能川 雅明
港区芝浦一丁目２番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（通信ネットワーク教育システム（近畿 構
職業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

NTTファイナンス
（株）

代表取締役 能川 雅明
港区芝浦一丁目２番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（情報技術構築システム（大阪職業訓練 構
支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

NTTファイナンス
（株）

代表取締役 能川 雅明
港区芝浦一丁目２番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（神奈川職 構
契約担当役理事 桑原 幸治
業訓練支援センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

エヌエスリース
（株）

取締役社長 井尻 康之
港区浜松町２丁目４番１
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（滋賀職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

エヌエスリース
（株）

取締役社長 井尻 康之
港区浜松町２丁目４番１
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（千葉職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

インターネット回線（待機系）の利用

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（東海職業 構
能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（京都職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

第四統括営業部長 江藤
孝宏
港区東新橋１－５－２

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）

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
サーバ等の公開系サーバの運用が断続的
に停止（約2ヶ月間）し、業務に多大な支
障が生じることから、
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,764,000

－

―

－

3,494,484

－

―

－

2,772,000

－

―

－

3,024,000

－

―

－

2,532,600

－

―

－

1,386,000

－

―

－

1,134,000

－

―

－

2,904,300

－

―

－

1,764,000

－

―

－

2,898,000

－

―

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

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・求職者雇用支援機
訓練用機器（精密ワイヤカット放電加工機（関東職 構
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（精密ワイヤカット放電加工機（東海職 構
契約担当役理事 桑原 幸治
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（サーバ構築実習システム（職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発総合大学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（計算機実習システム（職業能力開発総 構
合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

取締役社長 村上 則忠
首都圏リース（株） 千代田区神田小川町一丁
目２番地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（CNCタレットパンチプレス（山梨職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

昭和リース（株）

代表取締役 土屋 明正
文京区後楽一丁目４番１
４号

平成24年4月1日

神鋼リース（株）

代表取締役社長 坂谷
明義
神戸市中央区脇浜町２丁
目１０番２６号

平成24年4月1日

東京センチュリー
リース（株）

情報機器第一部長
柴
田 和広
港区浜松町２－４－１

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（精密ワイヤカット放電加工機（中国職 構
契約担当役理事 桑原 幸治
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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（NCワイヤカット放電加工機（茨城職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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（CNCタレットパンチプレス（松本職業 構
能力開発促進センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（八幡職業 構
能力開発促進センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（電子計算機システム（近畿職業能力開 構
発大学校））の賃借（再リース）
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

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

2,633,400

－

―

－

2,633,400

－

―

－

2,633,400

－

―

－

1,764,000

－

―

－

1,263,780

－

―

－

317,520

－

―

－

1,116,360

－

―

－

2,898,000

－

―

－

1,197,000

－

―

－

52,722,048

－

―

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

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・求職者雇用支援機
訓練用機器（電子計算機システム（九州職業能力開 構
発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東京センチュリー
リース（株）

情報機器第一部長
柴
田 和広
港区浜松町２－４－１

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（通信ネットワーク教育システム（九州 構
契約担当役理事 桑原 幸治
職業能力開発大学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

東京センチュリー
リース（株）

情報機器第一部長
柴
田 和広
港区浜松町２－４－１

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（米子職業能力開発 構
契約担当役理事 桑原 幸治
促進センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（秋田職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（北陸職業能力開発 構
大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（浜松職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（中国職業能力開発 構
大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（島根職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（高知職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

東芝ファイナンス
（株）

代表取締役 原岡 良明
品川区大崎三丁目６番６
号

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（加古川職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発促進センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

48,018,600

－

―

－

1,993,320

－

―

－

2,041,200

－

―

－

1,940,400

－

―

－

1,908,900

－

―

－

1,908,900

－

―

－

1,940,400

－

―

－

1,908,900

－

―

－

1,908,900

－

―

－

1,908,900

－

―

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
訓練用機器（ターニングセンタ（函館職業能力開発 構
促進センター））の賃借（再リース）
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

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24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（長野職業訓練支援 構
センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（加古川職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発促進センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（奈良職業訓練支援 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（徳島職業訓練支援 構
センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（延岡職業能力開発 構
促進センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練機器（ターニングセンタ（青森職業能力開発短 構
期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（秋田職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（島根職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（福山職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,576,260

－

―

－

1,576,260

－

―

－

1,727,460

－

―

－

1,727,460

－

―

－

1,576,260

－

―

－

1,576,260

－

―

－

1,576,260

－

―

－

1,727,460

－

―

－

1,727,460

－

―

－

1,576,260

－

―

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

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NC放電加工機（関東職業能力開発大学 構
校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 佐藤 保壽
（株）日本包装リー
中央区新川２丁目５番６
ス
号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（岐阜職業訓練支援 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（单伊勢職業能力開 構
発促進センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（高知職業訓練支援 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（職業能力開発総合 構
大学校東京校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（石川職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

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
港区西新橋二丁目１５番 社以外からは賃借できないことから、会
１２号
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。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ターニングセンタ（大分職業訓練支援 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の賃借（再リース）
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（ターニングセンタ（中国職業能力開発 構
大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（秋田職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（中国職業 構
能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

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。
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。

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

－

1,655,640

－

―

－

1,654,380

－

―

－

1,398,600

－

―

－

1,426,320

－

―

－

1,669,500

－

―

－

1,659,420

－

―

－

1,460,340

－

―

－

1,403,640

－

―

－

1,464,120

－

―

－

1,417,500

－

―

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
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（島根職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（FA制御総合システム（福山職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（富山職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（長野職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（中部職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
能力開発促進センター））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（兵庫職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（佐賀職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（熊本職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（CNCタレットパンチプレス（いわき職 構
業能力開発促進センター））の賃借（再リース） 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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（新素材分析解析システム（職業能力開 構
発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,456,560

－

―

－

1,790,460

－

―

－

1,610,280

－

―

－

1,084,860

－

―

－

1,084,860

－

―

－

1,079,820

－

―

－

948,780

－

―

－

1,079,820

－

―

－

1,132,740

－

―

－

6,242,040

－

―

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
訓練用機器（センサ・制御・通信実習システム（職 構
業能力開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

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24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（薄膜微細加工システム（職業能力開発 構
総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（建築振動性状実験計測システム（職業 構
能力開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（建築環境実験計測システム（職業能力 構
開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（FA総合教育システム（職業能力開発総 構
合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（デジタル生産情報統合処理システム 構
（職業能力開発総合大学校））の賃借（再リース） 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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（デジタル生産加工機械管理システム 構
（職業能力開発総合大学校））の賃借（再リース） 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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（画像信号通信実習システム（職業能力 構
開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

平成24年4月1日

日立キャピタル
（株）

代表執行役 三浦 和哉
港区西新橋二丁目１５番
１２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（機械加工実習システム（高度職業能力 構
開発促進センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（成形加工･解析実習システム（高度職 構
業能力開発促進センター））の賃借（再リース） 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

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,064,700

－

―

－

6,354,180

－

―

－

6,032,880

－

―

－

2,807,280

－

―

－

8,953,560

－

―

－

7,428,960

－

―

－

2,497,320

－

―

－

1,485,540

－

―

－

15,051,708

－

―

－

10,987,200

－

―

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
訓練用機器（多機能材料試験機システム（職業能力 構
契約担当役理事 桑原 幸治
開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

芙蓉総合リース
（株）

代表取締役 佐藤 隆
千代田区三崎町３－３－
２３

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（通信工学実習システム（職業能力開発 構
契約担当役理事 桑原 幸治
総合大学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

芙蓉総合リース
（株）

代表取締役 佐藤 隆
千代田区三崎町３－３－
２３

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（通信基幹ネットワークシステム（職業 構
能力開発総合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

芙蓉総合リース
（株）

代表取締役 佐藤 隆
千代田区三崎町３－３－
２３

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（アンテナ･マイクロ波回路特性測定シ
構
ステム（職業能力開発総合大学校））の賃借（再
契約担当役理事 桑原 幸治
リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

芙蓉総合リース
（株）

代表取締役 佐藤 隆
千代田区三崎町３－３－
２３

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

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（岩手職業訓練支援 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の賃借（再リース）
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（单伊勢職業能力開 構
発促進センター））の賃借（再リース）
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

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（佐世保職業能力開 構
発促進センター））の賃借（再リース）
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

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（延岡職業能力開発 構
促進センター））の賃借（再リース）
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

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（青森職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

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（千葉職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

2,328,984

－

―

－

3,127,944

－

―

－

1,641,648

－

―

－

2,598,744

－

―

－

1,704,024

－

―

－

1,704,024

－

―

－

1,700,496

－

―

－

1,700,496

－

―

－

1,704,024

－

―

－

1,704,024

－

―

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
訓練用機器（マシニングセンタ（石川職業能力開発 構
短期大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練機器（マシニングセンタ（福山職業能力開発短 構
契約担当役理事 桑原 幸治
期大学校））の賃借（再リース）
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（NCワイヤカット放電加工機（青森職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（千葉職業 構
能力開発短期大学校成田校））の賃借（再リース） 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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（石川職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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（NCワイヤカット放電加工機（高知職業 構
能力開発短期大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（君津職業 構
能力開発促進センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（新潟職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（山梨職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（三重職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

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

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,704,024

－

―

－

1,704,024

－

―

－

1,940,400

－

―

－

1,438,416

－

―

－

1,935,864

－

―

－

1,438,416

－

―

－

1,438,416

－

―

－

1,935,864

－

―

－

1,432,368

－

―

－

1,935,864

－

―

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
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（鳥取職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（多目的ロボット（近畿職業能力開発大 構
契約担当役理事 桑原 幸治
学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

三菱ＵＦＪリース
（株）

第二営業部長 春名 孝
俊
千代田区丸の内一丁目５
番１号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NC放電加工機（職業能力開発総合大学 構
校東京校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 加藤 裕樹
三菱電機クレジット
品川区西五反田１丁目３
（株）
番８号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練機器（精密ワイヤカット放電加工機（北海道職 構
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（精密ワイヤカット放電加工機（北陸職 構
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（精密ワイヤカット放電加工機（四国職 構
業能力開発大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（パワーショベル（荒尾職業能力開発促 構
進センター））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（島根職業 構
契約担当役理事 桑原 幸治
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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（NCワイヤカット放電加工機（徳島職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（NCワイヤカット放電加工機（高知職業 構
訓練支援センター））の賃借（再リース）
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

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）

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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

－

1,432,368

－

―

－

1,935,864

－

―

－

1,935,864

－

―

－

1,935,864

－

―

－

1,741,824

－

―

－

314,748

－

―

－

1,306,368

－

―

－

1,306,368

－

―

－

1,306,368

－

―

－

793,800

－

―

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
訓練用機器（小型移動式クレーン（荒尾職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発促進センター））の賃借（再リース）
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）

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。
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。
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。
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。

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（真空技術実習装置（職業能力開発総合 構
契約担当役理事 桑原 幸治
大学校））の賃借（再リース）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（空圧自動化システム（職業能力開発総 構
合大学校））の賃借（再リース）
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

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

平成24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 有川 貞広 用機器の再リースであり、当該機器は同
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１ 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
２号
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
訓練用機器（超精密加工実習システム（職業能力開 構
発総合大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（走査プローブ顕微鏡（職業能力開発総 構
合大学校））の賃借（再リース）
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（光電子分光装置（職業能力開発総合大 構
契約担当役理事 桑原 幸治
学校））の賃借（再リース）
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（新エネルギー発電ハイブリッドシステ
構
ム（職業能力開発総合大学校））の賃借（再リー
契約担当役理事 桑原 幸治
ス）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

ＴＣＭＳ運営・保守サービス

独立行政法人高齢・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

TCMSターゲットバランスサービス及びエレクトロ
ニックバンキングﾞに係る費用

独立行政法人高齢・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
日石横浜ビル20、21、23階等原状回復工事に係る賃 構
借料・共益費
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

宿舎の賃借

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

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。
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。
開発業者であり、唯一の提供事業者であ
るため、同社以外をして当該サービスを
行うことができず、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。
開発業者であり、唯一の提供事業者であ
るため、同社以外をして当該サービスを
行うことができず、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。

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

－

756,000

－

―

－

2,269,764

－

―

－

6,904,296

－

―

－

19,319,580

－

―

－

1,965,600

－

―

－

11,437,272

－

―

－

4,619,160

－

―

－

5,040,000

－

―

－

4,498,200

－

―

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

平成24年4月1日

代表取締役 有川 貞広
リコーリース（株） 江東区東雲１丁目７番１
２号

平成24年4月1日

（株）ＪＳＯＬ

代表取締役社長 田邊
仁一
中央区晴海２－５－２４

平成24年4月1日

公務法人営業部長 小川
晋
（株）三井住友銀行
横浜市中区桜木町１－１
－８

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借契約であり、会
代表取締役 田畑 行弘
ＪＸ日鉱日石不動産
計規程第６７条第１号（契約の性質又は
横浜市中区桜木町１－１
（株）
目的が競争を許さないとき）に該当する
－８
ため。

－

179,413,548

－

―

平成24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 山本 博志
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。

－

9,114,465

－

―

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

宿舎の賃借

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

宿舎の賃借

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

宿舎の賃借

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

宿舎の賃借

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
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、倉庫賃借料及び駐車場賃借料（九州ブ
契約担当役理事 桑原 幸治
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
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
契約担当役理事 桑原 幸治
料・共益費及び駐車場賃借料（中国ブロック）
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
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る借上事務所 構
の清掃業務（近畿四国ブロック）
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・共益費及び駐車場賃借料（近畿四国ブロック） 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借上事務所 構
の清掃業務（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
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（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
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る駐車場賃借 構
料（関東甲信越ブロック）
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
料及び共益費（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駐車場賃借 構
料（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借上事務所 構
の清掃業務（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

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24年4月1日

（有）クリークス

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 吉野 愼一
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
中央区日本橋室町一丁目
は目的が競争を許さないとき）に該当す
９番１号
るため。

－

1,015,200

－

―

平成24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 池田 英治
（株）オカムラメイ
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
八千代市緑が丘１－２－
ト
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２
るため。

－

1,200,000

－

―

平成24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24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 木下 寛
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
（株）長谷工ライブ
港区芝２丁目２９番１４
は目的が競争を許さないとき）に該当す
ネット
号
るため。

－

1,056,000

－

―

平成24年4月1日

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表取締役 倉重 光雄
ジブラルタ生命保険
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
千代田区永田町二丁目１
（株）
性質又は目的が競争を許さないとき）に
３番１０号
該当するため。

－

19,239,948

－

―

平成24年4月1日

千歳興産（株）

当該業務の委託に当たり賃借したもので
取締役社長 粕谷 吉彦
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
千代田区神田鍛冶町3-6性質又は目的が競争を許さないとき）に
3
該当するため。

－

23,815,260

－

―

平成24年4月1日

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表取締役 竹内 宗和
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
東宝ビル管理（株） 大阪市北区梅田１丁目３
性質又は目的が競争を許さないとき）に
番１号
該当するため。

－

1,053,624

－

―

平成24年4月1日

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表執行役 松尾 憲治
明治安田生命保険相
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
千代田区丸の内二丁目１
互会社
性質又は目的が競争を許さないとき）に
番１号
該当するため。

－

31,349,928

－

―

平成24年4月1日

大成（株）

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表取締役 加藤 憲司
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
名古屋市中区栄三丁目３
性質又は目的が競争を許さないとき）に
１番１２号
該当するため。

－

1,565,544

－

―

平成24年4月1日

岡谷不動産（株）

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表取締役 岡谷 篤一
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
名古屋市中区栄三丁目３
性質又は目的が競争を許さないとき）に
１番１２号
該当するため。

－

32,569,416

－

―

平成24年4月1日

当該業務の委託に当たり賃借したもので
（株）シンプレク 代表取締役 林 正道
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
ス・インベストメン 千代田区丸の内一丁目５
性質又は目的が競争を許さないとき）に
ト・アドバイザーズ 番１号
該当するため。

－

1,260,000

－

―

平成24年4月1日

当該業務の委託に当たり賃借したもので
取締役 斎藤 淳
（有）スプリング・
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
千代田区内幸町一丁目１
プロパティ
性質又は目的が競争を許さないとき）に
番１号
該当するため。

－

25,939,740

－

―

平成24年4月1日

（有）ひふみ

当該業務の委託に当たり賃借したもので
代表取締役 伊深 好春
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
仙台市青葉区中央三丁目
性質又は目的が競争を許さないとき）に
５番１号
該当するため。

－

882,000

－

―

（株）清建社

当該業務の委託に当たり賃借したもので
取締役社長 菊池 勉
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
中央区日本橋馬喰町２－
性質又は目的が競争を許さないとき）に
１－１
該当するため。

－

1,297,800

－

―

平成24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
雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る事務所賃借 構
料（関東甲信越ブロック）
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
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
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
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（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
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（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（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
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（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

契約を締結した日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

大手町建物（株）

当該業務の委託に当たり賃借したもので
取締役社長 藤田 高見
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
千代田区丸の内一丁目３
性質又は目的が競争を許さないとき）に
番2号
該当するため。

－

85,879,236

－

―

五所川原市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
五所川原市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
五所川原市字岩木町１２ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

4,613,714

－

―

宮城県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
宮城県知事
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。

－

22,958,810

－

―

小山市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
小山市長
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。

－

32,632,048

－

―

千葉県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
千葉県知事
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。

－

26,918,593

－

―

千葉県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
千葉県知事
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。

－

14,625,594

－

―

成田市

成田市長
成田市花崎町７６０

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

14,625,594

－

―

横浜市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
横浜市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
横浜市中区山下町２ 産
は目的が競争を許さないとき）に該当す
業貿易センタービル５階
るため。

－

28,801,520

－

―

神奈川県

神奈川県知事
横浜市中区日本大通１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

10,909,605

－

―

新潟県

新潟県知事
新潟市新光町４－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

72,527,898

－

―

新発田市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
新発田市長
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。

－

2,588,397

－

―

魚津市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
魚津市長
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。

－

25,508,757

－

―

石川県

石川県知事
金沢市鞍月１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

6,081,080

－

―

浜松市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
浜松市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
浜松市元城町１０３－２ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

25,403,414

－

―

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（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
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
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（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
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（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（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
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（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

契約を締結した日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

近江八幡市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
近江八幡市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
近江八幡市桜宮町２３６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

88,277,706

－

―

舞鶴市

舞鶴市長
舞鶴市字北吸１０４４

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

37,261,959

－

―

島根県

島根県知事
松江市殿町１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

31,705,330

－

―

岡山県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
岡山県知事
岡山市内山下２－４－６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

54,059,584

－

―

福山市

福山市長
福山市東桜町３－５

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

45,197,254

－

―

丸亀市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
丸亀市長
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。

－

27,652,523

－

―

高知県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
高知県知事
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

－

―

香单市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
香单市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
香单市野市町西野２７０
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６
るため。

－

9,719,600

－

―

北九州市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
北九州市長
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。

－

30,879,573

－

―

薩摩川内市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
薩摩川内市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
薩摩川内市神田町３－２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２
るため。

－

26,703,620

－

―

函館市

函館市長
函館市東雲町４－１３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

30,316,368

－

―

旭川市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
旭川市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
旭川市６条通り９－４６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

18,060,120

－

―

青森県

青森県知事
青森市長島１－１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,516,867

－

―

宮城県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
宮城県知事
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。

－

80,339,530

－

―

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（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
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
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（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
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（群馬職業訓練支 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（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
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（千葉職業能力訓 構
練支援センター）
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（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

契約を締結した日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

秋田県

秋田県知事
秋田市山王４－１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

13,799,802

－

―

福島県

福島県知事
福島市杉妻町２－１６

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

28,005,892

－

―

いわき市

いわき市長
いわき市平字梅本２１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

5,848,605

－

―

会津若松市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会津若松市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
会津若松市東栄町３－４
は目的が競争を許さないとき）に該当す
６
るため。

－

8,860,273

－

―

常総市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
常総市長
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。

－

20,712,232

－

―

栃木県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
栃木県知事
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 第２庁舎３階北側
るため。

－

45,880,520

－

―

高崎市

高崎市長
高崎市高松町３５－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

31,830,184

－

―

埼玉県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
埼玉県知事
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

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
君津市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
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。

－

17,748,264

－

―

千葉県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
千葉県知事
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。

－

25,646,976

－

―

千葉市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
千葉市長
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。

－

8,548,992

－

―

長岡市

長岡市長
長岡市幸町２－１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

33,184,372

－

―

越前市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
越前市長
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。

－

17,677,511

－

―

長野県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
長野県知事
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
長野市单長野幅下６９２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２
るため。

－

21,846,120

－

―

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（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
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
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（中部職業訓練支 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（中部職業訓練支 構
契約担当役理事 桑原 幸治
援センター(名古屋分所)）
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（三重職業訓練支 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（单伊勢職業能力 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
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(大阪分所)）
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（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

契約を締結した日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

松本市

松本市長
松本市丸の内３－７

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
土岐市長
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。

－

11,203,737

－

―

静岡県

静岡県知事
静岡市追手町９－６

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

112,940,660

－

―

愛知県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
愛知県知事
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。

－

42,700,913

－

―

小牧市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
小牧市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
小牧市堀の内１－１本庁
は目的が競争を許さないとき）に該当す
４階
るため。

－

40,270,990

－

―

名古屋港管理組合

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
名古屋港管理組合管理者
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市港区入船１－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２１
るため。

－

37,742,196

－

―

三重県

三重県知事
津市広明町１３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

24,319,268

－

―

三重県

三重県知事
津市広明町１３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

21,383,432

－

―

京都府

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
京都府知事
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。

－

124,970,925

－

―

大阪府

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
大阪府知事
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丁
は目的が競争を許さないとき）に該当す
目
るため。

－

130,123,800

－

―

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

21,907,433

－

―

加古川市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
加古川市長
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。

－

5,009,721

－

―

橿原市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
橿原市長
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。

－

18,879,857

－

―

和歌山市

和歌山市長
和歌山市七番丁２３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

32,881,771

－

―

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（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
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
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（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
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（愛媛職業訓練支 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（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
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（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

契約を締結した日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

米子市

米子市長
米子市加茂町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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
松江市殿町１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

2,147,820

－

―

松江市

松江市長
松江市末次町８６

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,110,251

－

―

岡山県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
岡山県知事
岡山市内山下２－４－６ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

27,196,199

－

―

徳島県

徳島県知事
徳島市万代町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,317,647

－

―

香川県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
香川県知事
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

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
松山市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
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。

－

22,346,058

－

―

飯塚市

飯塚市長
飯塚市新立岩５－５

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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
佐賀市栄町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

2,829,349

－

―

長崎県

長崎県知事
長崎市江戸町２－１３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,060,875

－

―

諫早市

諫早市長
諫早市東小路町７－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

10,089,930

－

―

佐世保市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
佐世保市長
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。

－

10,871,206

－

―

長崎県

長崎県知事
長崎市江戸町２－１３

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

11,256,218

－

―

熊本県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
熊本県知事
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。

－

16,707,097

－

―

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（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
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
契約担当役理事 桑原 幸治
力開発総合センター）
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
構
雇用促進住宅等の敷地の賃借（名古屋稲永第一・第
契約担当役理事 桑原 幸治
二宿舎）
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（名古屋潮凪宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（名古屋汐止宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（桃山宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（重原宿舎）

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
構
雇用促進住宅等の敷地の賃借（名古屋みなと宿舎）
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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（大阪五条宿舎）

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
構
雇用促進住宅等の敷地の賃借（大阪第二池島宿舎）
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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（大阪港湾宿舎）

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

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

日本コークス工業
(株)

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
九州事務所長 掛川 弘
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
章
は目的が競争を許さないとき）に該当す
大牟田市小浜町１－２１
るため。

－

19,785,216

－

―

大分市

大分市長
大分市荷場町２－３１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

17,599,749

－

―

延岡市

延岡市長
延岡市東本小路２－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

11,968,753

－

―

名護市

名護市長
名護市港１－１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,715,564

－

―

名古屋港管理組合

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
名古屋港管理組合管理者
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市港区入船１－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２１
るため。

－

10,097,856

－

―

名古屋港管理組合

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
名古屋港管理組合管理者
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市港区入船１－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２１
るため。

－

2,739,960

－

―

名古屋港管理組合

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
名古屋港管理組合管理者
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市港区入船１－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２１
るため。

－

22,370,496

－

―

高浜市

高浜市長
高浜市青木４－１－２

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

1,087,238

－

―

春日井市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
春日井市長
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。

－

2,834,998

－

―

刈谷市

刈谷市長
刈谷市東陽町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

5,826,926

－

―

平成24年4月1日

名古屋港管理組合

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
名古屋港管理組合管理者
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
名古屋市港区入船１－８
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２１
るため。

－

5,991,936

－

―

平成24年4月1日

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
特例財団法人大阪港 理事長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
湾福利厚生協会
大阪市港区築港２－６４ は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

6,380,466

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

7,376,066

－

―

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

20,476,572

－

―

特財

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（大阪八幡屋宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借
（大阪港宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（大阪田中宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（出来島宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（神戸小部宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（神戸梅元宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（神戸みなと宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（神戸東川崎宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（門司折戸口宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（鷺田宿舎）

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

雇用促進住宅等の敷地の賃借（門司白野江宿舎）

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（神戸港湾労働者福祉 構
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

雇用促進住宅等の敷地の賃借
（神戸梅元宿舎）

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

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

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

6,138,147

－

―

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

15,978,505

－

―

大阪市

大阪市長
大阪市住之江区单港北１
－１４－１６ 大阪ＷＴ
Ｃビル４１階

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
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。

－

5,409,835

－

―

大阪府

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
大阪府知事
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。

－

15,775,000

－

―

平成24年4月1日

大阪府

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
大阪府知事
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。

－

11,352,200

－

―

平成24年4月1日

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
理事長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
特例財団法人神戸港
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。

－

5,206,628

－

―

特財

都道府県
所管

平成24年4月1日

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
理事長
特例財団法人神戸港
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。

－

3,537,883

－

―

特財

都道府県
所管

平成24年4月1日

神戸市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
神戸市長
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。

－

1,016,831

－

―

神戸市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
神戸市長
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。

－

6,799,226

－

―

北九州市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
北九州市長
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
北九州市門司区西海岸１
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－２－７
るため。

－

1,988,752

－

―

平成24年4月1日

北九州市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
北九州市長
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。

－

6,077,667

－

―

平成24年4月1日

会長
当該施設の敷地の継続した賃借であり、
一般財団法人九州港 北九州市門司区本町１－ 会計規程第６７条第１号（契約の性質又
湾福利厚生協会
５ Ｐｏｒｔ Ｍｏｊｉ は目的が競争を許さないとき）に該当す
壱番館６階
るため。

－

6,212,842

－

―

平成24年4月1日

神戸市

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
神戸市長
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。

－

3,305,895

－

―

兵庫県

当該施設の敷地の継続した賃借であり、
兵庫県知事
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。

－

1,614,458

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24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

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

書類等保存文書保管等の委託

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

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

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24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。

－

5,721,465

－

―

平成24年4月1日

前年度から継続した保管業務の契約であ
取締役社長 松木 俊武
り、会計規程第６７条第１号（契約の性
日本埠頭倉庫（株） 横浜市中区北仲通2－１
質又は目的が競争を許さないとき）に該
７
当するため。

－

7,428,600

－

―

－

71,555,400

－

―

一般競争入札後不落随契
5,962,950円/月（60ヶ月）

－

971,832,750

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,725,752,700

－

―

一般競争入札後不落随契

－

3,107,991,600

－

―

一般競争入札後不落随契

－

2,948,472,450

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,921,150,350

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,818,966,450

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,343,625,150

－

―

一般競争入札後不落随契

－

14,490,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

32,407,200

－

―

一般競争入札後不落随契

－

17,268,210

－

―

一般競争入札後不落随契

－

6,681,993

－

―

一般競争入札後不落随契

会長 松本 正之
渋谷区神单２－２－１

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（3次元CAD/CAMシステム（中部職業能力 構
開発促進センター））の賃借
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

平成24年4月1日

NTTファイナンス
（株）

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

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年4月1日

理事長 櫻井 治雄
一般財団法人SK総合
千代田区鍛冶町２丁目２
住宅サービス協会
番１号

能力開発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

平成24年4月1日

（株）フォース

代表取締役社長 藤田
寿彦
新宿区下落合１丁目５番
２２号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理システム運用管理業務及び機器等 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24年4月1日

代表取締役社長 黒川
日本ユニシス（株） 茂
江東区豊洲一丁目１－１

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

平成24年4月1日

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

独立行政法人高齢・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年4月1日

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

岩手職業訓練支援センターで使用する電気の需給

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）

代表取締役 能川 雅明
港区芝浦一丁目２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。
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。
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。
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

東北職業能力開発大学校で使用する電気の需給

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

契約を締結した日

平成24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

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力開発短期 構
大学校ほか１施設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

平成24年4月1日

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

独立行政法人高齢・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年4月1日

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
福島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

平成24年4月1日

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

東北電力（株）

取締役社長
海輪 誠
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

東京電力（株）

取締役社長
西澤 俊
夫
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

東京電力（株）

取締役社長
西澤 俊
夫
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

東京電力（株）

取締役社長
西澤 俊
夫
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

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
新潟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

茨城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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
栃木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24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

群馬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

埼玉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24年4月1日

東京電力（株）

取締役社長
西澤 俊
夫
仙台市青葉区本町一丁目
7番1号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
千葉職業訓練支援センターほか４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24年4月1日

（株）F-Power

代表取締役 洞
洋平
品川区東五反田５－１１
－１

山梨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

特定技能指導員講習業務委託

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

タクシー運送業務

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

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

平成24年4月1日

取締役社長 西澤 俊夫
千代田区内幸町1丁目1番
3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）

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。
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。
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。

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

考

－

23,382,059

－

―

一般競争入札後不落随契

－

12,786,291

－

―

一般競争入札後不落随契

－

5,675,495

－

―

一般競争入札後不落随契

－

22,243,843

－

―

一般競争入札後不落随契

－

19,476,138

－

―

一般競争入札後不落随契

－

11,301,085

－

―

一般競争入札後不落随契

－

48,654,117

－

―

一般競争入札後不落随契

－

12,077,523

－

―

一般競争入札後不落随契

－

14,612,263

－

―

一般競争入札後不落随契

－

85,043,468

－

―

一般競争入札後不落随契

－

7,093,721

－

―

一般競争入札後不落随契

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであるため。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。

－

4,729,000

－

―

平成24年4月1日

東京電力（株）

平成24年4月1日

社会福祉法人日本盲 理事長 二瓶 隆一
人職能開発センター 新宿区本塩町１０－３

平成24年4月1日

企画競争により選定した相手方と契約す
理事長 市原 利成
千葉個人タクシー協
るものであり、会計規程第６７条第１号
千葉市若葉区高品町１５
同組合
（契約の性質又は目的が競争を許さない
０－１
とき）に該当するため。

－

12,000,000

－

―

平成24年4月1日

公募により選定した相手方と契約するも
※特定個人を識別でき
のであるから、会計規程第６７条第１号
る情報のため表示しない
（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

備

（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

宮城職業能力開発促進センター復旧計画策定業務

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

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

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

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

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

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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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24年4月1日

個人

公募により選定した相手方と契約するも
※特定個人を識別でき
のであるから、会計規程第６７条第１号
る情報のため表示しない
（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

－

―

平成24年4月1日

公募により選定した相手方と契約するも
インペックスビジネ 所長 渡辺 勝行
のであるから、会計規程第６７条第１号
スサービス(株)新潟 新潟市中央区東大通１－
（契約の性質又は目的が競争を許さない
営業所
３－１
とき）に該当するため。

－

888,000

－

―

アサヒグローバル
(株)

代表取締役 久保川 議
道
四日市市ときわ１－２－
１８

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。

－

876,000

－

―

山口第一(株)

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 坂田 和美 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
下関市岬之町８－５
とき）に該当するため。

－

900,000

－

―

明星企画(有)

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
草津市渋川１－９－２６ （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。

－

924,000

－

―

平成24年4月12日

（株）オオバ

当該業務は、昨年度左記業者と契約した
復旧計画策定業務により収集した資料や
検討結果をもとに、復旧方針決定のため
の最終報告書を７月末までに取りまとめ
代表取締役 大場 明憲
る必要があり、また、今年度中にこれに
目黒区青葉台４－４－１
基づき設計業務を開始することとしてい
２－１０１
ることから、当該業者以外のものに委託
することは不利と認められ、会計規程第
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。

－

3,150,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 水嶋 敏夫
一般社団法人日本自
のであるから、会計規程第６７条第１号
港区芝大門１－１－３０
動車車体工業会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
３
とき）に該当するため。

－

9,955,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
理事長 白井 昇
特例社団法人日本造
のであるから、会計規程第６７条第１号
千代田区神田小川町３－
園組合連合会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
３－２
とき）に該当するため。

－

9,982,000

－

―

特社

国所管

1

平成24年4月20日

特例社団法人日本鋳 会長 中谷 兼武
造協会
港区芝公園３－５－８

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。

－

9,914,000

－

―

特社

国所管

1

平成24年4月20日

全国地方新聞社連合 代表者 佐藤 剛
会
港区東新橋２－４－６

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。

－

10,000,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
会長 赤羽 総一郎
全国味噌工業協同組
のであるから、会計規程第６７条第１号
中央区新川１丁目２６番
合連合会
（契約の性質又は目的が競争を許さない
地１９号
とき）に該当するため。

－

9,997,000

－

―

平成24年4月20日

東豊観光(株)

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 山田 安章
のであるから、会計規程第６７条第１号
大阪市西成区单津守２－
（契約の性質又は目的が競争を許さない
１－２０
とき）に該当するため。

－

2,986,000

－

―

都心運送(株)

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 宮嵜 淳司
のであるから、会計規程第６７条第１号
糟屋群新宮町美咲１－１
（契約の性質又は目的が競争を許さない
－７２
とき）に該当するため。

－

2,855,000

－

―

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月20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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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

高年齢者就業形態開発支援事業

独立行政法人高齢・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
「高年齢者の雇用の安定とその能力の有効活用等に 構
契約担当役理事 桑原 幸治
資する共同研究」
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
「高年齢者の雇用の安定とその能力の有効活用等に 構
資する共同研究」
契約担当役理事 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
グループウェアバージョンアップに伴う施設機器Ｉ 構
Ｐ重複対応等作業
契約担当役理事 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
障害者雇用納付金システムに係るネットワーク設定 構
変更業務
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

プリンタートナー等の調達

一式

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
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
「高年齢者の雇用の安定とその能力の有効活用等に 構
資する共同研究」
契約担当役理事 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
「高年齢者の雇用の安定とその能力の有効活用等に 構
資する共同研究」
契約担当役理事 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

(株)日本電工

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 草野 昌一
のであるから、会計規程第６７条第１号
枚方市長尾元町５丁目８
（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。

－

2,939,000

－

―

平成24年4月20日

(有)さくらい

代表取締役 長谷川
黒部市堀高２４－１

公募により選定した相手方と契約するも
清 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。

－

2,821,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 浅野 秀浩
のであるから、会計規程第６７条第１号
(株)お佛壇のやまき 静岡市葵区本通８－４１
（契約の性質又は目的が競争を許さない
－１
とき）に該当するため。

－

2,971,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
理事長 安藤 高夫
のであるから、会計規程第６７条第１号
医療法人社団永生会 八王子市椚田町５８３番
（契約の性質又は目的が競争を許さない
地の１５
とき）に該当するため。

－

2,941,000

－

―

平成24年4月20日

公募により選定した相手方と契約するも
理事長 宇都宮 正典
社会福祉法人長円寺
のであるから、会計規程第６７条第１号
名古屋市中村区中村町加
福祉会中村保育園
（契約の性質又は目的が競争を許さない
藤屋敷３番地
とき）に該当するため。

－

2,402,000

－

―

平成24年4月23日

代表取締役社長 武井
(株)ボルテックスセ
宏
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。

－

3,542,450

－

―

契約金額は、機構負担分
契約金額総額 7,084,900円

平成24年4月23日

公募により選定した相手方と契約するも
代表取締役 猿田 眞悦
ウエルシアオアシス
のであるから、会計規程第６７条第１号
さいたま市見沼区東大宮
(株)
（契約の性質又は目的が競争を許さない
４－４８－５
とき）に該当するため。

－

6,826,000

－

―

契約金額は、機構負担分
契約金額総額 13,652,000
円

平成24年4月27日

富士通(株)

ネットワークのセキュリティ上非常に重
要かつ外部に提供しがたい情報を取り扱
官公庁営業本部第四統括
うことから、現在の運用業者である同社
営業部長 江藤 孝宏
以外に行うことができず、会計規程第６
港区新橋一丁目５番２号
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。

－

2,037,000

－

―

平成24年5月8日

富士通(株)

本件作業の遂行に必要となる基幹ネット
ワーク等のセキュリティ情報等の著作権
官公庁営業本部 第四統 は、当該ネットワークの保守運用管理業
括営業部長 江藤 孝宏 務受託者である同社のみが所有してお
港区新橋一丁目５番２号 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。

－

1,890,000

－

―

平成24年5月9日

代表取締役 村上 知司 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ジャパン・ビジネ
千代田区岩本町１丁目１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス・サプライ（株）
４番地５号
するため。

－

1,048,251

－

―

平成24年5月9日

富士通(株)

会計規程第６８条第１項（競争に付して
官公庁営業本部 第四統
も入札者がないとき又は再度の入札に付
括営業部長 江藤 孝宏
しても落札者がないとき）に該当するた
港区新橋一丁目５番２号
め。

－

80,416,420

－

―

平成24年5月10日

(株)滋賀カツラ

代表取締役社長 加貫
誠己
長浜市湖北町伊部３８４
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。

－

7,476,500

－

―

契約金額は、機構負担分
契約金額総額 14,953,000
円

平成24年5月10日

公募により選定した相手方と契約するも
理事長 出水川 通孝
医療法人河北会河北
のであるから、会計規程第６７条第１号
寝屋川市河北東町１９－
病院
（契約の性質又は目的が競争を許さない
１
とき）に該当するため。

－

3,834,100

－

―

契約金額は、機構負担分
契約金額総額 7,668,200円

平成24年4月20日

（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
「高年齢者の雇用の安定とその能力の有効活用等に 構
資する共同研究」
契約担当役理事 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24年5月10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

丸徳海苔(株)

代表取締役社長 濱野
徳之
広島市西区商工センター
７－１－４０

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。

－

9,014,000

－

―

－

1,059,660

－

―

独立行政法人高齢・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年5月25日

（株）ミクニ商会

代表取締役 大橋 芳子 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
千代田区鍛冶町１丁目８ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番６号
するため。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
「第２０回職業リハビリテーション研究発表会」に 構
係るリーフレット等の印刷外４件
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年5月25日

（株）美巧社

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 池上 晴英
５０万円を超えない工事若しくは製造）
高松市多賀町１丁目8-10
に該当するため。

－

947,646

－

―

富士通（株）

システムのセキュリティ上、非常に重要
かつ外部に提供しがたい情報を取り扱う
官公庁営業本部 第四統 ため、当該グループウェアの設計・開発
括営業部長 江藤 孝宏 業者である同社と契約せざるを得ないこ
港区新橋一丁目５番２号 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。

－

3,675,000

－

―

平成24年6月15日

（株）丸井工文社

代表取締役社長
今井
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
晋太郎
５０万円を超えない工事若しくは製造）
港区单青山７丁目１番５
に該当するため。
号

－

1,245,720

－

―

平成24年6月22日

（株）アサツーデ
イ・ケイ

代表取締役社長 清水
與二
中央区築地一丁目１３番
１号

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

70,000,000

－

―

－

1,032,150

－

―

就労支援機器等（ソフトウェア）の追加購入及び
バージョンアップ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
グループウェアバージョンアップに伴うメール転送 構
設定等作業
契約担当役理事 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
パンフレット「独立行政法人高齢・障害・求職者雇 構
用支援機構2012」日本語版及び英語版の作成
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

第33回全国障害者技能競技大会及び障害者ワーク
フェア2012会場設営等業務

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24年6月6日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
高年齢者雇用開発フォーラム（平成２４年度 高年
構
齢者雇用開発コンテスト表彰式）開催に係る会場借
契約担当役理事 桑原 幸治
上等業務
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年6月28日

エムワイ総合企画
（株）

公募により選定した相手方と契約するも
取締役社長 近藤 利明 のであるから、会計規程第６７条第１号
新宿区５丁目１７番５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。

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用 構
原画の複製および額装
外４件
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年7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
熊本市近見４丁目８番３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１号
に該当するため。

－

1,482,600

－

―

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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年7月6日

代表取締役 村上 知司 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ジャパン・ビジネ
千代田区岩本町１－１４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス・サプライ（株）
－５
するため。

－

461,779

－

―

平成24年7月20日

三井住友信託銀行
(株)

不動産信託部長 宮川
智
港区芝３－３３－１

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

3,973,410

－

―

（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ることから、
代表取締役 藤澤 士朗 対象者個人情報を保有する同社以外の者
荒川区西日暮里２丁目４ は行うことができないことから、会計規
０番１０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。

－

3,087,000

－

―

（株）東京カップ

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 武内 昭一
５０万円を超えない工事若しくは製造）
港区虎ノ門１－２－１２
に該当するため。

－

1,948,978

－

―

（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
代表取締役社長 田邊
ステム運用に関するノウハウ等は公開さ
仁一
れておらず、同社以外の者は取り扱うこ
中央区晴海２－５－２４
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。

－

10,311,000

－

―

プリンタートナー等の調達

一式

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

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成２４年度障害者雇用優良事業所等表彰に係る記 構
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

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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年8月10日

平成24年8月17日

平成24年8月22日

備

考

契約金額は、機構負担分
契約金額総額 18,028,000
円

月額：￥662,235

（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２４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
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

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24年8月23日

－

1,406,160

－

―

平成24年8月31日

企画競争により選定した相手方と契約す
(株)竹中工務店開発 本部長 前澤 洋介
るものであり、会計規程第６７条第１号
事業本部
江東区单砂２－５－１４ （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。

－

3,904,310

－

―

－

11,235,000

－

―

－

24,412,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

25,200,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

28,875,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

26,355,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

25,672,500

－

―

一般競争入札後不落随契

－

12,915,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

8,925,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

1,042,755

－

―

動作環境の互換性及び著作権等の問題か
代表取締役社長 田邊
ら開発業者である同社以外には、行うこ
（株）ＪＳＯＬ
仁一
とができず、会計規程第６７条第１号
中央区晴海２－５－２４ （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
代表取締役 山本 洋
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
しても落札者がないとき）に該当するた
５番９号
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
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、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
代表者 水上 修
興共産業（株）
千葉市稲毛区轟町１－４ 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
－２１
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
大東産商（株）
千代田区神田須田町２－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１７
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 斉藤 芳雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士エンタープライ
中央区東日本橋２－１６ も入札者がないとき又は再度の入札に付
ズ（株）
－４
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 斉藤 芳雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士エンタープライ
中央区東日本橋２－１６ も入札者がないとき又は再度の入札に付
ズ（株）
－４
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
富士通（株）
営業部長 江藤 孝宏
も入札者がないとき又は再度の入札に付
港区東新橋１－５－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

平成24年9月3日

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（单伊勢職業能力開 構
契約担当役理事 桑原 幸治
発促進センター））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月6日

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（米子職業能力開発 構
促進センター））の購入
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月6日

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（千葉職業能力開発 構
契約担当役理事 桑原 幸治
短期大学校））の購入
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月6日

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（石川職業能力開発 構
短期大学校））の購入
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月6日

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（加古川職業能力開 構
発促進センター））の購入
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月7日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（半自動フライス盤（東北職業能力開発 構
大学校））の購入
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年9月10日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ウイルスパターン配信サーバプログラムのバージョ 構
ンアップ作業等
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

平成24年9月12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24年10月1日

（株）美巧社

平成24年10月1日

代表取締役社長 大谷
卓男
（株）テーオーシー
品川区西五反田７－２２
－１７

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

13,293,880

－

―

平成24年10月1日

代表取締役社長 大谷
卓男
（株）テーオーシー
品川区西五反田７－２２
－１７

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

802,634

－

―

平成24年10月4日

日本駐車場開発
（株）西日本本部

企画競争により選定した相手方と契約す
本部長 岩本 大二郎
るものであり、会計規程第６７条第１号
広島市中区上八丁堀８－
（契約の性質又は目的が競争を許さない
１０第６東洋ビル
とき）に該当するため。

－

279,405

－

―

外１件

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（関東甲信越ブロック）
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駐車場賃借 構
料（関東甲信越ブロック）
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駐車場賃借 構
料（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

考

代表取締役社長 小暮
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）ジェイアール 和之
５０万円を超えない工事若しくは製造）
東日本企画
渋谷区恵比寿单１－５－
に該当するため。
５

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
平成24年分年末調整等の改正に対応する為の給与計 構
算プログラムの一部変更作業
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成２３年度共同研究年報の作成

備

代表取締役社長 池上
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
晴英
５０万円を超えない工事若しくは製造）
豊島区駒込１－３５－４ に該当するため。

月額：￥780,862

月額：￥3,323,470
契約期間：H24.12.1～
H26.3.31

月額：￥54,600
契約期間：H25.1.11～
H26.3.31

月額：￥88,200
契約期間：H24.12.25～
H25.12.31

（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
リーフレット「高齢者と障害者の雇用のために」の 構
印刷 外２件
契約担当役理事 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（FA制御総合システム（福山職業能力開 構
発短期大学校））の購入
契約担当役理事 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（通信ネットワーク教育システム（関東 構
職業能力開発大学校））の購入
契約担当役理事 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
契約担当役理事 桑原 幸治
料・共益費（中部ブロック）
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

平成24年10月15日 （株）美巧社

－

48,825,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

19,635,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

3,221,760

－

―

月額：￥868,475
契約期間：H24.12.10～
H26.3.31

－

11,949,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

11,949,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

11,949,000

－

―

一般競争入札後不落随契

－

5,575,932

－

―

－

996,954

－

―

－

10,920,000

－

―

－

3,350,000

－

―

レターパックプラス１枚あ
たり500円（税込）

平成24年11月27日 ＳＣ３４（有）

企画競争により選定した相手方と契約す
取締役 湯田 隆二
るものであり、会計規程第６７条第１号
港区虎ノ門３－８－２１ （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。

－

1,496,986

－

―

月額：￥594,956
契約期間：H25.1.16～
H25.3.31

平成24年11月30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 田邊
び同社ホストシステム運用に関するノウ
仁一
ハウ等は公開されておらず、同社以外の
中央区晴海２－５－２４ 業者は取り扱うことができないため。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。

－

9,975,000

－

―

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 山本 洋
平成24年10月25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
しても落札者がないとき）に該当するた
５番９号
め。
代表取締役社長 栗木
一般競争入札後の不落随意契約であり、
康幸
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
平成24年10月25日
横浜市神奈川区金港町１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ しても落札者がないとき）に該当するた
ア
め。
大和ハウス工業
平成24年10月29日
（株）名古屋支店

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（油圧ショベル（沖縄職業訓練支援セン 構
ター））の購入
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年10月31日 （株）HATO

外１件

平成24年11月1日

平成24年11月9日

東京官書普及(株)

（株）マルニ

給与システムのプログラム改訂業務

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24年11月21日 （株）ＪＳＯＬ

「レターパックプラス」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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年11月22日 日本郵便（株）

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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
給与制度改正に係る給与システム（旧雇用・能力開 構
発機構給与システム）プログラムの一部変更作業 契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

考

―

平成24年10月31日 （株）HATO

「納付書・領収済通知書」の印刷

備

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（油圧ショベル（荒尾職業能力開発促進 構
契約担当役理事 桑原 幸治
センター））の購入
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

代表取締役社長 池上
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
晴英
５０万円を超えない工事若しくは製造）
豊島区駒込１－３５－４ 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

1,086,267

平成24年10月31日 （株）HATO

平成２３事業年度財務諸表等の官報公告掲載

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）

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（油圧ショベル（君津職業能力開発促進 構
センター））の購入
契約担当役理事 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

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

上席執行役員支店長 浜
部 敬長
名古屋市中区葵１－２０
－２２

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山口 義雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区麹町３－１２
も入札者がないとき又は再度の入札に付
アネックス麹町6階
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 山口 義雄 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
千代田区麹町３－１２
しても落札者がないとき）に該当するた
アネックス麹町6階
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山口 義雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区麹町３－１２
も入札者がないとき又は再度の入札に付
アネックス麹町6階
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
当該業務は、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
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。
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
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
代表取締役社長 田邊
ステム運用に関するノウハウ等は公開さ
仁一
れておらず、同社以外の業者は取り扱う
中央区晴海２－５－２４
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。
郵便法又は民間事業者による信書の送達
代表取締役社長 鍋倉
に関する法律に規定する郵便及び信書の
眞一
送達が可能な事業者が同社のみであるこ
千代田区霞が関一丁目3 とから、会計規程第６７条第１号（契約
番2号
の性質又は目的が競争を許さないとき）
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

プリンタートナー等の調達

一式

建築振動性状実験計測システムの移設業務

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24年12月3日

代表取締役 村上 知司 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ジャパン・ビジネ
千代田区岩本町１－１４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス・サプライ（株）
－５
するため。

－

1,062,434

－

―

平成24年12月4日

(株)守谷商会

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役 加藤 弘
指定する同社以外は履行できないことか
中央区八重洲１－４－２ ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
２
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

4,431,000

－

―

太陽計測(株)

代表取締役社長 弘田
朗
大田区山王１－２－６

リース機器の移設であり、リース業者が
指定する同社以外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。

－

5,775,000

－

―

大東産商(株)

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役社長 大原
指定する同社以外は履行できないことか
努
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
千代田区神田東松下町１
質又は目的が競争を許さないとき）に該
２－１
当するため。

－

4,893,000

－

―

－

1,453,830

－

―

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の移設 構
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

高機能炭酸ガスレーザ加工機の移設業務

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24年12月4日

平成24年12月4日

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

契約を締結した日

独立行政法人高齢・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

契約相手方の
商号又は名称

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
定期刉行誌「働く広場」の平成２４年度増刉号の印 構
契約担当役理事 桑原 幸治
刷・製本 外２件
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年12月7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

独立行政法人高齢・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年12月7日

日本空調サービス
（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
東京支店長 花田 良徳
６０万円を超えない物件の購入）に該当
江東区潮見２－１－７
するため。

－

1,470,000

－

―

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
会計規程第６８条第１項（競争に付して
括営業部長 江藤 孝宏
も入札者がないとき又は再度の入札に付
港区東新橋１丁目５番２
しても落札者がないとき）に該当するた
号
め。

－

1,680,000

－

―

空調機用フィルターの購入

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職業準備支援室端末設置 構
契約担当役理事 桑原 幸治
等作業
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年12月14日 富士通（株）

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駐車場賃借 構
契約担当役理事 桑原 幸治
料（中部ブロック）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

上席執行役員支社長 浜
大和ハウス工業(株) 部 敬長
平成24年12月14日
名古屋市中区葵１－２０
名古屋支社
－２２

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

138,192

－

―

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（近畿・四国ブロック）
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

不動産管理部長 岩永
三菱ＵＦＪ信託銀行 誠
平成24年12月14日
（株）不動産管理部 千代田区丸の内１－４－
５

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

3,073,407

－

―

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役 鈴木 講二 指定する同社以外は履行できないことか
中央区日本橋本町１丁目 ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
５番９号
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

20,880,825

－

―

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
障害者のキャリアアップや加齢に伴う問題に取り組 構
んだ職場改善好事例集の作成 外１件
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
平成24年12月21日 （株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２－５

－

1,377,243

－

―

独立行政法人高齢・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

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。

－

16,327,500

－

―

－

987,590

－

―

－

1,091,502

－

―

超精密加工実習システム外６物件の移設業務

訓練用機器（簡易工作機（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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

平成24年12月18日 関東物産(株)

平成24年12月25日 関東物産（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
ホームページアクセスログ解析用サーバ機器等の調 構
達及び保守
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

平成25年1月7日

代表取締役社長 荒 安
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
富士電機ＩＴソ
明
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６－１５
するため。
－１２

独立行政法人高齢・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1月7日

代表取締役 村上 知司 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ジャパン・ビジネ
千代田区岩本町１－１４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス・サプライ（株）
－５
するため。

プリンタートナー等の調達

一式

備

考

一般競争入札後不落随契

月額：￥63,000
契約期間：H25.1.26～
H26.3.31
月額：￥1,024,469
契約期間：H25.1.1～
H26.3.31

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
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

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1月11日

ビル管理会社との賃貸借契約に基づき、
当該業務についてはビル管理会社が指定
取締役 松崎 良典
した清掃業者と契約する必要があること
（株）テーオーシー 品川区西五反田７－２２
から、会計規程第６７条第１号（契約の
－１７
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

418,347

－

―

－

12,075,000

－

―

関東甲信越ブロック統括事務所内清掃業務

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

ネットワーク機器の設定・設置等業務

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1月11日

富士通（株）

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
港区東新橋１丁目５番２
しても落札者がないとき）に該当するた
号
め。

「企業と非営利法人による障害者雇用のための調
査」に係る印刷等業務 外１件

独立行政法人高齢・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1月18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
熊本市单区近見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。

－

1,277,808

－

―

電子計算機システムの移設

独立行政法人高齢・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1月28日

富士通（株）

リース機器の移設であり、リース業者が
官公庁営業本部第四統括 指定する同社以外は履行できないことか
営業部長 江藤 孝宏
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
港区東新橋１－５－２
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

129,948,000

－

―

「職業訓練実践マニュアル」等の印刷

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

平成25年1月28日

（株）ハップ

代表取締役 嵯峨 昭夫 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
江戸川区松江一丁目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。

－

652,680

－

―

平成25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。

－

2,374,312

－

―

平成25年2月1日

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
（株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２番５

－

1,552,845

－

―

平成25年2月1日

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
（株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２番５

－

1,679,475

－

―

平成25年2月4日

西武鉄道（株）

当該土地を所有する相手方からの購入で
取締役社長 若林 久
あり、会計規程第６７条第１号（契約の
豊島区单池袋１－１６－
性質又は目的が競争を許さないとき）に
１５
該当するため。

－

9,927,000

－

―

－

1,100,925

－

―

外１件

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計 構
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
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.9の印刷 外１件
契約担当役理事 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
外構
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

障害者職域拡大等調査報告書NO.2の印刷・発送
１件

雇用促進住宅郷地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 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

調査研究報告書No.113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

平成25年2月6日

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
（株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２番５

調査研究報告書No.115（3分冊）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

平成25年2月6日

（株）ディグ

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 杉井 康之
５０万円を超えない工事若しくは製造）
中央区湊２丁目８番７号
に該当するため。

－

1,512,693

－

―

資料シリーズNo.72の印刷

外１件

独立行政法人高齢・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2月6日

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
（株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２番５

－

952,350

－

―

外２件

独立行政法人高齢・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2月6日

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
（株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２番５

－

854,385

－

―

独立行政法人高齢・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2月8日

若越印刷（株）

代表取締役 徳本 泰弘 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
敦賀市道口６３丁目１０ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番１号
に該当するため。

－

1,263,675

－

―

資料シリーズNo.74の印刷

外１件

リーフレット「各種助成金のごあんない」の作成
外２件

備

考

一般競争入札後不落隨契

（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

「新版就業支援ハンドブック」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

平成25年2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
熊本市单区近見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。

－

756,420

－

―

プリンタートナー等の調達

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

平成25年2月18日

代表取締役 村上 知司 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ジャパン・ビジネ
千代田区岩本町１－１４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス・サプライ（株）
－５
するため。

－

891,347

－

―

平成25年2月25日

富士通（株）

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
も入札者がないとき又は再度の入札に付
港区東新橋１丁目５番２
しても落札者がないとき）に該当するた
号
め。

－

5,846,400

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年2月26日

大阪支店支社長 田中
日本ビル・メンテナ 幸安
ンス（株）大阪支社 大阪市中央区博労町２丁
目２番１３号

ビル管理会社との賃貸借契約に基づき、
当該清掃業務についてはビル管理会社が
指定した清掃業者と契約する必要がある
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。

－

66,360

－

―

契約期間：平成25年3月4日
～平成26年3月31日

富士通（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
第四統括営業部長 江藤 会計規程第６８条第１項（（競争に付し
孝宏
ても入札者がないとき又は再度の入札に
港区東新橋１－５－２
付しても落札者がないとき）に該当する
ため。

－

1,774,500

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年3月28日

富士通（株）

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
第四統括営業部長 江藤
えることができるのは、当該システムの
孝宏
運用管理会社である同社しかいないこと
港区東新橋１－５－２
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。

－

7,774,725

－

―

平成25年3月22日

（株）ＮＴＴデータ 代表取締役 木下 篤
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
エンジニアリングシ 大田区西蒲田７丁目３７ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ステムズ
番１０号
するため。

－

1,320,375

－

―

平成24年4月1日

リース期間の満了に伴う機器の買い取り
代表取締役社長 安田
であり、リース契約業者からしか購入で
義則
ＪＡ三井リース(株)
きず、会計規程第６７条第１号（契約の
品川区東五反田２丁目１
性質又は目的が競争を許さないとき）に
０番２号
該当するため。

－

4,495,050

－

―

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

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

－

1,134,000

－

―

東北職業能力開発大学校附属青森職業能力開
訓練用機器（マシニングセンタ（リース））の修繕 発短期大学校
業務
契約担当役校長 藤村 伸治
青森県五所川原市飯詰狐野171-2

平成25年2月1日

－

1,333,500

－

―

実習場（遠野実習場）の賃借

岩手職業訓練支援センター（岩手職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 山本 文世
岩手県花巻市天下田69-1

平成24年4月1日

－

1,843,991

－

―

事務所（遠野実習場）の賃借

岩手職業訓練支援センター（岩手職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 山本 文世
岩手県花巻市天下田69-1

－

1,855,532

－

―

九州ブロック統括事務所内清掃業務

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
ウイルスパターン配信・資源等配布用サーバの機器 構
移設及び環境設定等作業
契約担当役理事 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
人事異動に伴う本部ネットワークの構成の変更及び 構
契約担当役理事 桑原 幸治
グループウェアＩＤ等の更新
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

北海道職業訓練支援センター（北海道職業能
3次元CAD/CAMシステムソフトウェアの更新ライセン 力開発促進センター）
契約担当役所長 岩城 雄二
ス
北海道札幌市西区二十四軒4条1-4-1

北海道職業能力開発大学校
訓練用機器（静的加力システムの中古訓練機器）の
契約担当役校長 前田 康二
購入
北海道小樽市銭函3-190

学務業務支援システムの保守業務

平成25年3月4日

平成24年4月1日

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

契約を締結した日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
基幹ネットワークサーバの更新に伴う環境設定等作 構
業
契約担当役理事 桑原 幸治
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

契約相手方の
商号又は名称

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

物品役務等の名称、場所、期間及び種別

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。
当該訓練用機器はリース機器であり、機
器の修繕業務はリース契約会社より同社
代表取締役 山本 洋
に依頼することと指定されていることか
関東物産（株）
中央区日本橋本町1丁目5
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
番9号
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。
被災地域の離職者に対する震災復興訓練
会長 佐藤 和治
の実施に当たり前年度から賃借したもの
職業訓練法人遠野職
遠野市青笹町中沢８－１ であり、会計規程第６７条第１号（契約
業訓練協会
－８
の性質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

遠野市

被災地域の離職者に対する震災復興訓練
の実施に当たり前年度から賃借したもの
市長 本田 敏秋
であり、会計規程第６７条第１号（契約
遠野市東舘町８番１２号
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

事務所（盛岡事務所）の賃借等

岩手職業訓練支援センター（岩手職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 山本 文世
岩手県花巻市天下田69-1

訓練用機器（開先加工機 1台）の購入

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

訓練用機器（電気工具セット３１式等）の購入

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

東北職業能力開発大学校
６号館リースパソコン（３次元CAD/CAMシステム)移
契約担当役校長 三浦 隆利
設業務一式
宮城県栗原市築館字萩沢土橋26

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24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 水野 誠一
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１丁目６
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－６
るため。

－

5,722,032

－

―

平成24年8月14日

関東物産（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 山本 洋
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
しても落札者がないとき）に該当するた
５番９号
め。

－

5,439,000

－

―

一般競争入札後不落随契

平成25年2月8日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 斉藤 芳雄 会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士エンタープライ
中央区東日本橋２－１６ も入札者がないとき又は再度の入札に付
ズ（株）
－４
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

2,172,450

－

―

一般競争入札後不落随契

平成24年7月23日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

－

1,312,500

－

平成24年4月1日

日本環境安全事業
（株）

－

1,341,400

－

ＰＣＢ廃棄物処理委託

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

広報誌杉風の印刷一式

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

平成24年5月25日

訓練用機器（電流プローブ４個、外１件）の購入

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

平成25年1月23日

経理事務補助業務 （卖価契約）

福島職業訓練支援センター（福島職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 杉谷 清人
福島県福島市三河北町7-14

平成24年4月1日

(株)東武

施設・設備等現況調査業務

会津職業能力開発促進センター
契約担当役所長 杉谷 清人
福島県会津若松市神指町大字单四合字深川西
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平成24年8月20日

（株）山口設計

事務所（水戸事務所）の賃借

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

実習場（日立実習場）の賃借

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

ＰＣＢ廃棄物処理委託

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

栃木職業訓練支援センター（栃木職業能力開
訓練用三次元ＣＡＤソフト21ライセンス（更新）の 発促進センター）
購入
契約担当役所長 長田 雄三
栃木県宇都宮市若草1-4-23

リース機器の移設であり、リース業者が
指定する同社以外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。
当該業務は法令の規定により「特別管理
産業廃棄物処分」に係る許可を受けた同
北海道事業所長 青木仁
社以外には履行できないことから、会計
志
規程第６７条第１号（契約の性質又は目
室蘭市仲町１４－７
的が競争を許さないとき）に該当するた
め。

―

（株）大館印刷

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 武内 良文
５０万円を超えない工事若しくは製造）
大館市字馬喰町３５番地
に該当するため。

－

1,095,507

－

―

（株）ザックス

代表取締役
北田浩
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
下北郡東通村大字田屋字 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
上流１１－１
するため。

－

1,497,090

－

―

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 中島照
会計規程第６８条第１項（競争に付して
夫
も入札者がないとき又は再度の入札に付
青葉区中央二丁目８－１
しても落札者がないとき）に該当するた
３
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 山口
会計規程第６８条第１項（競争に付して
一男
も入札者がないとき又は再度の入札に付
耶麻郡猪苗代町字沼田３
しても落札者がないとき）に該当するた
９５７
め。

－

2,141,606

－

－

1,291,500

－

平成24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１－４
社
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－３５
るため。

－

6,294,750

－

―

平成24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 川又 静
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
日立市滑川本町１－２２
は目的が競争を許さないとき）に該当す
－１２
るため。

－

5,670,000

－

―

平成24年7月24日

日本環境安全事業 所長 青木 仁志
（株）北海道事業所 室蘭市仲町１４－７

当該業務は法令の規定により「特別管理
産業廃棄物処分」に係る許可を受けた同
社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。

－

1,102,000

－

平成24年5月30日

代表取締役 村木 隆信 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）トヨタケーラ
名古屋市中区錦1丁目19 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
ム
番地24号
するため。

－

1,428,000

－

常東銘木（有）

―

予定調達総額（卖価契約）
毎回31,800部×4回 １号当
たり8頁号@7.986円 6頁号
@8.295円 仕分け作業、封
筒含む

予定調達総額(卖価契約)
１,１１０円／時間
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

玄関ドア１セット外、サッシ建具７件の購入

栃木職業訓練支援センター（栃木職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 長田 雄三
栃木県宇都宮市若草1-4-23

平成24年7月26日

鈴木機械（株）

代表取締役社長 鈴木
義夫
鹿沼市天神町1702

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,155,840

－

足場一式

栃木職業訓練支援センター（栃木職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 長田 雄三
栃木県宇都宮市若草1-4-23

平成24年8月17日

鈴木機械（株）

代表取締役社長 鈴木
義夫
鹿沼市天神町1702

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,463,679

－

平成24年4月1日

リース期間の満了に伴う機器の買い取り
であり、リース契約業者からしか購入で
ＩＢＪＬ東芝リース 代表取締役 工藤 泰之
きず、会計規程第６７条第１号（契約の
（株）
品川区大崎３－６－６
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

5,859,000

－

平成24年7月3日

大雤の影響により埋没浄化槽が浮上し、
トイレ等が使用不能となり、緊急に修理
代表取締役 福田 伸哉
をする必要があることから、会計規程第
（株)クリーンエス
宇都宮市宝木本町１８３
６７条第２号（緊急の必要により競争に
ト
５－６６
付することができないとき）に該当する
ため。

－

4,725,000

－

訓練用中古機器（静的加力システム）の購入

浄化槽流量調整槽緊急修繕

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

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

埼玉職業訓練支援センター（埼玉職業能力開
事務用機器(高速カラープリンター１台）の購入及 発促進センター）
び保守業務
契約担当役所長 徳留 光明
埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8

高速カラープリンター専用インクの購入（卖価契
約）

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

平成２５年度能力開発セミナーガイド印刷業務

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

ＰＣＢ専用保管容器３個の購入

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

訓練用機器（音響システム用機器一式）の購入

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

訓練用機器（電気工事実習板8台）の製作

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

平成24年10月15日 (株)雄飛堂

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

契約を締結した日

外４件の購入

契約相手方の
商号又は名称

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

物品役務等の名称、場所、期間及び種別

備

考

―

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 中田 弘明 会計規程第６８条第１項（競争に付して
さいたま市大宮区東町１ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－５４
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

4,652,550

－

プリンター本体4,652,550
円、
保守50,000～99,999枚
34,335円/月 ほか
一般競争入札後不落随契
予定調達総額（卖価契約）
ブラック33,726円外

平成24年6月6日

（株）ミツワ堂

代表取締役 鈴木 和弘 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
習志野市大久保２丁目４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番５号
するため。

－

1,560,237

－

平成25年1月11日

代表取締役 津森 久男 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（有）津森印刷セン
千葉市稲毛区山王町４２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
ター
３－１０
に該当するため。

－

1,206,292

－

平成25年1月24日

代表取締役社長 吉田
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）日本環境アセ 一夫
６０万円を超えない物件の購入）に該当
ス
港区单麻布４－２－２５
するため。
Ｔ２Ｐα１０４

－

1,113,000

－

―

平成25年2月21日

代表取締役社長 荒 安
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
富士電機ＩＴソ
明
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６－１５
するため。
－１２

－

979,650

－

―

平成25年3月1日

代表取締役 斉藤 芳雄 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
富士エンタープライ
中央区東日本橋２－１６ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
ズ（株）
－４
に該当するため。

－

1,318,800

－

千葉職業訓練支援センター（千葉職業能力開
発促進センター）
訓練用機器（ビル管理総合セット２セット）の購入
契約担当役所長 上笹 郁夫
千葉県千葉市稲毛区六方町274

平成25年3月4日

東美商事（株）

代表取締役社長 久我
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
元昭
６０万円を超えない物件の購入）に該当
新宿区西新宿６－２４－
するため。
１

－

1,029,800

－

訓練用機器（集塵装置付両頭ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ3式）の購入

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

平成25年3月7日

扶桑産業（株）

代表取締役 月木 義治 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
大阪市北区西天満３－２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－１１
するため。

－

1,335,600

－

―

直管型ＬＥＤ照明の購入及び取付け

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

平成25年3月12日

代表取締役社長 小池
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
一義
田中無線電機（株）
６０万円を超えない物件の購入）に該当
千代田区外神田３－１３
するため。
－７

－

1,063,020

－

―

パソコンシステム一式の購入

君津職業能力開発促進センター
契約担当役所長 上笹 郁夫
千葉県君津市坂田428

平成25年1月29日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 荒 安
会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
明
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６－１５
しても落札者がないとき）に該当するた
－１２
め。

－

7,980,000

－

―

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

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

新規成長分野における訓練カリキュラムの開発及び 高度職業能力開発促進センター
検証事業の実施（ｅｃｏ時代のマンション管理員養 契約担当役所長 坪内 茂樹
成科）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

企画競争により選定した相手方と契約す
日本マンション管理 代表取締役 菅野 安男
るものであり、会計規程第６７条第１号
横浜市神奈川区栄町１１
平成24年11月27日 テクノスクール
（契約の性質又は目的が競争を許さない
（株）
－４ 栄町第一ビル４階
とき）に該当するため。

－

7,182,000

－

高度職業能力開発促進センター
新規成長分野における訓練カリキュラムの開発及び
契約担当役所長 坪内 茂樹
検証事業の実施（６次産業化実践（食品加工）科）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

特例社団法人日本国 理事長 鈴木 昭雄
平成24年11月27日
民高等学校協会
水戸市内原町１４９６

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

4,420,080

－

高度職業能力開発促進センター
新規成長分野における訓練カリキュラムの開発及び
契約担当役所長 坪内 茂樹
検証事業の実施（６次産業化実践（食品加工）科）
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

企画競争により選定した相手方と契約す
理事長 中島 利郎
るものであり、会計規程第６７条第１号
平成24年11月27日 （学）有坂中央学園 前橋市古市町１－４９－
（契約の性質又は目的が競争を許さない
４
とき）に該当するため。

－

3,020,288

－

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

特社

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 大久保憲一
６０万円を超えない物件の購入）に該当
稲沢市高重東町４１－１
するため。

－

1,564,500

－

―

平成24年4月1日

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ＮＴＴファイナンス 代表取締役 能川 雅明
６０万円を超えない物件の購入）に該当
（株）
港区芝浦１－２－１
するため。

－

1,100,400

－

―

平成24年6月15日

代表取締役 山本 洋
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
中央区日本橋本町１－５ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－９
するため。

－

1,056,867

－

代表取締役 大日方 信
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
夫
平成24年12月27日 （株）白樺写真工芸
５０万円を超えない工事若しくは製造）
千葉市稲毛区山王町１０
に該当するため。
２－５

－

597,975

－

日興通信（株）

代表取締役 鈴木 範夫 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
世田谷区桜丘１－２－２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
２
するため。

－

892,500

－

（株）大塚商会

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役社長 大塚
指定する同社以外は履行できないことか
裕司
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
千代田区飯田橋２丁目１
質又は目的が競争を許さないとき）に該
８番４号
当するため。

－

2,814,000

－

職業能力開発総合大学校東京校
訓練用機器（３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム）の施
分任契約担当役管理部長 原 寛志
設内移設作業
東京都小平市小川西町2-32-1

平成24年11月30日 （株）大塚商会

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役社長 大塚
指定する同社以外は履行できないことか
裕司
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
千代田区飯田橋２丁目１
質又は目的が競争を許さないとき）に該
８番４号
当するため。

－

13,588,050

－

―

職業能力開発総合大学校東京校
平成25年度総合課程一般入学試験に係る問題・解答
分任契約担当役管理部長 原 寛志
用紙の印刷
東京都小平市小川西町2-32-1

平成24年12月12日

理事長代行理事 兼 裕 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
独立行政法人国立印
之
５０万円を超えない工事若しくは製造）
刷局
港区虎ノ門二丁目2番4号 に該当するため。

－

1,050,600

－

―

平成24年9月25日

ウテナ産業（株）

企画競争により選定した相手方と契約す
るものであり、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。

－

9,857,775

－

平成24年4月1日

同社は当該システムのソフトウェア著作
取締役社長 栗木 康幸
権を有しており、同社以外では当該業務
東京エレクトロンデ 横浜市神奈川区金港町１
を履行できないことから、会計規程第６
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
７条第１号（契約の性質又は目的が競争
ア
を許さないとき）に該当するため。

－

1,253,700

－

訓練用機器（パワーアナライザ１式）の購入

関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開
発短期大学校
契約担当役校長 平塚 剛一
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開
発短期大学校
ガイドブック・リーフレット２０１４作成印刷業務
契約担当役校長 平塚 剛一
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

事務用パソコン１３台の購入

関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開
発短期大学校
契約担当役校長 平塚 剛一
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

職業能力開発総合大学校東京校
４号館１階ＣＡＤ／ＣＡＭ室（電子ＣＡＤ）移設作
分任契約担当役管理部長 原 寛志
業
東京都小平市小川西町2-32-1

基盤整備センター移転に係る事務所借り上げ

職業能力開発総合大学校
契約担当役校長 古川 勇二
神奈川県相模原市緑区橋本台4-1-1

学生情報管理支援システム保守業務

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

平成25年1月23日

平成24年8月24日

関東物産（株）

代表取締役 ウテナ徳治
郎
武蔵野市中町一丁目１９
番１８号

国所管

2

92085円*12人*4月

94384円*8人*4月

（株）バイナス

関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステムリースアップ 発短期大学校
什器１式）の購入
契約担当役校長 平塚 剛一
千葉県千葉市中央区問屋町2-25

考

94500円*19人*4月

平成25年1月11日

訓練用機器（倒立振子実習装置）の購入

備

（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

合併処理浄化槽汚泥引抜き業務

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

学務支援システム保守業務

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

学生寮A重油の購入（卖価契約）

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

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24年4月1日

魚津市内で汚泥処理作業にかかる免許を
取得している業者は同社以外になく、同
代表取締役 廣瀬 和夫 社以外には実施できないことから、会計
（株）魚津清掃公社
規程第６７条第１号（契約の性質又は目
魚津市大光寺６１－１
的が競争を許さないとき）に該当するた
め。

－

1,179,360

－

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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。

－

1,253,700

－

－

1,528,800

－

備

考

―

平成24年5月10日

（株）舞谷商店

代表取締役 舞谷 庄太
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
郎
６０万円を超えない物件の購入）に該当
鳳珠郡穴水町川島ワ１４
するため。
４番地１

学生寮調理機器の購入

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

平成24年7月25日

ホシザキ北信越
（株）

代表取締役 丸山 暁
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
金沢市松島２丁目２６番 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
地
するため。

－

1,596,000

－

暖房用Ａ重油の購入

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

平成24年11月13日 （株）摩郷石油

代表取締役 摩郷 則雄 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
鳳珠郡穴水町大町ロー２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
７
するため。

－

1,438,369

－

訓練案内動画（広報映像）更新業務

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

平成24年11月22日

代表取締役 堀井 善治 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
(株)福井新聞ＰＲセ
福井市春山１丁目１番１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
ンター
４号
に該当するため。

－

682,500

－

―

訓練用機器（制御盤ユニット１４台）の購入

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

平成24年12月27日 轟産業（株）

代表取締役 酒井 貞美 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
福井市毛矢３丁目２番４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
号
するため。

－

1,146,600

－

―

施設・設備等現況調査業務

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

平成24年8月31日

代表取締役 遠藤 幸喜 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）スペース・ク
甲府市里吉３－１０－２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
リエイツ
１
するため。

－

1,155,000

－

事務所（現岐阜事務所）の賃借

岐阜職業訓練支援センター（岐阜職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 高堂 幸裕
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸963-2

平成24年4月1日

明治安田生命保険相
中部センター長 中村
互会社代理明治安田
誠二
ビルマネジメント
名古屋市中区新栄１－１
（株）

－

10,367,584

－

事務所（新岐阜事務所）の賃借

岐阜職業訓練支援センター（岐阜職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 高堂 幸裕
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸963-2

平成24年4月1日

企画競争により選定した相手方と契約す
代表取締役 横山 進一
るものであり、会計規程第６７条第１号
住友生命保険相互会
大阪市中央区城見１－４
社
（契約の性質又は目的が競争を許さない
－３５
とき）に該当するため。

－

8,510,670

－

―

予定調達総額（卖価契約）
820,260円/１ヶ月
376,110円/１ヶ月（4～6
月）

平成24年4月1日

大垣ガス（株）

供給設備の設置業者であり、同社でなけ
れば確実な管理及び供給が行えず、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。

－

4,347,415

－

―

予定調達総額
卖価契約248円/1㎥

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗本
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

同社は当該システムのソフトウエア著作
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。

－

1,253,700

－

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 亀山 貞治
６０万円を超えない物件の購入）に該当
岐阜市薮田東1-6-8-102
するため。

－

1,522,500

－

－

995,400

－

LPガスの供給（卖価契約）

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

学校業務支援システム保守業務

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

電子キー８式の購入

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

平成24年6月28日

愛岐システム(株)

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

平成24年8月3日

代表取締役 村木 隆信 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
(株)トヨタケーラム 名古屋市中区錦１丁目１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
９番２４号
するため。

２次元ＣＡＤシステム

２５式の購入

代表取締役社長 石井
成一
大垣市寺内町3-67

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。

95.55円/リットル

78.75円/リットル

予定調達総額（卖価契約）
2,591,896円/１ヶ月

（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

事務用パソコン13台の購入

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

学校業務支援システム保守業務一式

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

事務所の賃借（名古屋事務所）

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

事務所（名古屋事務所）の清掃業務

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

三重職業訓練支援センター（三重職業能力開
ホームページリニューアル及び携帯電話サイト構築 発促進センター）
契約担当役所長 八黄地 宏
業務一式
三重県四日市市西日野町4691

訓練用機器（ノートパソコン５台ほか）購入一式
（单伊勢）

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

訓練用機器（サーフテスト外８件）の購入

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

学校業務支援システム保守業務

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

京都職業訓練支援センター（京都職業能力開
訓練用機器（デジタル溶接機用水冷装置一式）の購 発促進センター）
入
契約担当役所長 酒井 倫生
京都府長岡京市友岡1-2-1

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2月8日

代表取締役 小合 糾
富士ゼロックス岐阜
岐阜市橋本町2丁目20番
（株）
地

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

987,515

－

平成24年4月1日

サポートコンクラクト部
長 猪野 俊之
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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
を履行出来ないことから、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。

－

1,253,700

－

平成24年4月1日

岡谷不動産（株）

取締役支配人 垣尾 哲
夫
名古屋市中村区名駅单116-30

前年度から継続した賃借の契約及び賃借
の契約に付随する契約であり、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。

－

37,802,604

－

大成（株）

前年度から継続した賃借の契約に付随す
代表取締役 加藤 憲司 る契約であり、会計規程第６７条第１号
名古屋市中区栄3-31-12 （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。

－

1,975,680

－

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 小松 拓也
も入札者がないとき又は再度の入札に付
渋谷区渋谷３－１５－６
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,837,500

－

平成24年10月30日

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
富士ゼロックス三重 代表取締役 高木 一彦
６０万円を超えない物件の購入）に該当
（株）
津市栄町１－８１７
するため。

－

644,553

－

平成25年2月13日

名古屋酸素（株）

代表取締役 飯田 哲郎 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
名古屋市港区小碓１－１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
２
するため。

－

916,041

－

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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。

－

1,253,700

－

－

1,345,050

－

平成24年4月1日

平成24年10月15日 ミツイワ（株）

平成25年1月18日

富田商工（株）

代表取締役 富田貞雄
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
摂津市鳥飼中３丁目７番 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
２２号
するため。

事務用機器（照明器具一式）購入

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

平成25年2月15日

（株）ヤマダ電機
京都伏見営業所

所長 村尾達也
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
京都市伏見区下鳥羽北ノ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
口町３４
するため。

－

1,414,560

－

スチームコンベクションオーブンの購入

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

平成24年8月3日

代表取締役 加納 正秀 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ホシザキ京阪（株） 大阪市中央区本町２－２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－１２
するため。

－

1,136,520

－

借上職員宿舎賃借料

大阪職業訓練支援センター（関西職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 松山 圭一
大阪府摂津市三島1-2-1

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
西日本支社長 斉藤 親
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
（独）都市再生機構 大阪市城東区森ノ宮一丁
は目的が競争を許さないとき）に該当す
目６番８５号
るため。

－

1,003,200

－

平成24年4月1日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役所長
仲村
会計規程第６８条第１項（競争に付して
大阪ウチダシステム 敏雅
も入札者がないとき又は再度の入札に付
(株)
大阪市中央区和泉町2-2しても落札者がないとき）に該当するた
2
め。

－

4,200,000

－

平成25年2月7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
司
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。

－

3,055,500

－

大阪職業訓練支援センター（関西職業能力開
発促進センター）
基幹サーバおよび業務用クライアント運用管理業務
契約担当役所長 松山 圭一
大阪府摂津市三島1-2-1

訓練用機器（μITRON実習装置一式）の購入

大阪職業訓練支援センター（関西職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 松山 圭一
大阪府摂津市三島1-2-1

ナショナル電設
（株）

代表取締役
谷口
和歌山市本町9-23

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

学校業務支援システム保守業務

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

教育支援機器（ワイヤレスマイク外一式）の購入

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

近畿職業能力開発大学校
訓練用機器（プロジェクタ及び書画カメラ一式）の
契約担当役校長 家村 浩和
購入
大阪府岸和田市稲葉町1778

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

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

1,253,700

－

平成25年1月23日

（株）エスメット

一般競争入札後の不落随意契約であり会
代表取締役 井上 善義 計規程第６８条第１項（競争に付しても
大阪市西区单堀江１－１ 入札者がないとき又は再度の入札に付し
８－２７
ても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,144,500

－

一般競争入札後不落随契

平成25年1月23日

一般競争入札後の不落随意契約であり会
西日本事業本部長 山田
計規程第６８条第１項（競争に付しても
富士電機ＩＴソ
尚一郎
入札者がないとき又は再度の入札に付し
リューション（株） 大阪市中央区城見２－１
ても落札者がないとき）に該当するた
－６１
め。

－

6,813,450

－

一般競争入札後不落随契

－

1,253,700

－

－

2,992,500

－

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア
代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス(株)
－４横浜イーストスクエ
ア

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。
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。

学生情報支援システムの保守業務

平成24年4月1日

学生情報管理支援システム
作業一式

港湾職業能力開発短期大学校神戸校
契約担当役校長 鎌田 年雄
兵庫県神戸市中央区港島8-11-4

平成24年7月23日

訓練用機器（交流アーク溶接機10台）の購入

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

平成24年11月13日 カトウ酸素（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,435,350

－

訓練用機器（空気圧縮機

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

理事長 藤原 善夫
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
協同組合島根県鐵工 松江市西津田１－９－５
平成24年10月24日
６０万円を超えない物件の購入）に該当
会
０
するため。

－

573,090

－

―

平成25年3月1日

理事長 藤原 善夫
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
協同組合島根県鐵工
松江市西津田１－９－５ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
会
０
するため。

－

1,031,100

－

―

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木康
幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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。

－

1,253,700

－

―

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木康
幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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。

－

1,193,850

－

平成24年4月1日

（株）難波不動産

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表 難波 金吾
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
倉敷市玉島爪崎４１８－
は目的が競争を許さないとき）に該当す
１
るため。

－

1,038,840

－

平成24年4月1日

前年度から継続した賃借の契約であり、
（株）Ｓｑｕａｒｅ 代表 横田 哲也
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
Ｅｓｔａｔｅ
倉敷市田ノ上９４４番地 は目的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

－

1,191,156

－

平成24年11月7日

代表取締役社長 栗木
東京エレクトロンデ 康幸
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町1
番地４

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,479,450

－

代表取締役社長 田中
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
忠好
６０万円を超えない物件の購入）に該当
高松市一宮町７４４番地
するため。
１

－

1,247,400

－

一式）の購入

訓練用機器（炭酸ガス半自動溶接機）の購入

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

学校業務支援システム保守業務

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

学校業務支援システム保守業務

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

職員宿舎の賃借（グランコート２１）

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

職員宿舎の賃借（ブランシャトー倉敷）

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

中国職業能力開発大学校附属福山職業能力開
訓練用機器（ネットワークシステム構築実習装置） 発短期大学校
の購入
契約担当役校長 久富 慶吾
広島県福山市北本庄4-8-48
香川職業訓練支援センター（香川職業能力開
訓練用機器（継電器試験器及び地絡方向継電器試験 発促進センター）
器）の購入
契約担当役所長 小畑 寛
香川県高松市花ノ宮町2-4-3

考

－

港湾職業能力開発短期大学校神戸校
契約担当役校長 鎌田 年雄
兵庫県神戸市中央区港島8-11-4

デュアル訓練対応改修

備

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。

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗本
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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24年7月3日

（株）日進機械

代表取締役 加藤
和歌山市粟１９２

彰宏

―

（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

香川職業訓練支援センター（香川職業能力開
訓練用機器（交流アーク溶接機及び溶接ヒューム集 発促進センター）
塵機）の購入
契約担当役所長 小畑 寛
香川県高松市花ノ宮町2-4-3

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24年7月5日

営業所長 本多 秀樹
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
三伸工業（株）坂出
坂出市御供所町１丁目４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
２番６号
するため。

－

1,016,715

－

事務用パソコンの購入

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

平成25年2月15日

（株）原誠文堂

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 原 秀雄
６０万円を超えない物件の購入）に該当
高松市郷東町２３番地８
するため。

－

1,123,500

－

能開大なび制作業務

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

平成24年6月1日

新日本印刷（株）

代表取締役 佐野 年計 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
高松市木太町２１５８番 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
地
に該当するため。

－

1,435,350

－

市有地の一時使用に伴う賃貸借

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

松山市

松山市長 野志克仁
松山市二番町四丁目7番
地２

価格や利便性の面から当該地以外の土地
を賃借することは適当ではないと判断さ
れることから、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。

－

1,857,165

－

平成24年6月29日

平成25年1月30日

関東物産（株）
大阪営業所

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,207,500

－

高知職業訓練支援センター（高知職業能力開
発促進センター）
訓練用機器（電機系保全作業検定盤外１件）の購入
契約担当役所長 岡田 昌央
高知県高知市桟橋通4-15-68

平成25年2月19日

代表取締役社長 影山岳 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
東芝情報機器（株） 志
６０万円を超えない物件の購入）に該当
江東区豊洲5-6-15
するため。

－

1,549,422

－

平成24年4月1日

（株）ヒワサキ

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 日和崎二郎
６０万円を超えない物件の購入）に該当
高知市帯屋町２－２－１
するため。

－

1,481,550

－

―

平成24年4月1日

九州勧業（株）

前年度から継続した賃借の契約であり、
代表取締役 太田 和郎
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
福岡市博多区店屋町８番
は目的が競争を許さないとき）に該当す
２４号
るため。

－

20,438,448

－

―

平成24年4月1日

代表取締役社長 金子
（株）朝日ビルメン 誠
テナンス
福岡市博多区博多駅前２
丁目１番１号

前年度から継続した賃借の契約に付随す
る契約であり、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。

－

1,617,840

－

平成24年4月1日

代表取締役社長 渡邉
興三郎
福岡市中央区天神１丁目
１２－１４ 紙与渡辺ビ
ル１０Ｆ

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。

－

1,134,000

－

所長 養父 裕
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
平成24年11月16日 （株）清和ビジネス 北九州市小倉北区紺屋町 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
１３－１毎日西部会館
するため。

－

1,312,500

－

（株）積文館

代表取締役 松本 敏明 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
福岡市中央区天神２丁目 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
８－２１５
するため。

－

1,147,411

－

平成25年1月9日

大昌（株）

代表取締役 黒木 祥之 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市小倉北区田町１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番８号
するため。

－

1,597,575

－

平成25年1月23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 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
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。

－

9,922,500

－

灯油の購入（卖価契約）

福岡事務所の賃貸

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

福岡事務所清掃業務

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

福岡事務所駐車場の賃貸

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

訓練用機器（コンプレッサー一式）の購入

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

職業訓練用図書の整備

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

作業台の整備

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

訓練用機器（計測システム一式）の購入

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

平成25年1月4日

紙与産業（株）

考

―

高知職業訓練支援センター（高知職業能力開
発促進センター）
訓練用機器（三次元測定機データ処理装置）の購入
契約担当役所長 岡田 昌央
高知県高知市桟橋通4-15-68

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

所長 坂本直樹
大阪市西区江戸堀
1丁目26番20号

備

予定調達総額（卖価契約）
・８３円／L

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

九州職業能力開発大学校
訓練用機器（計測制御用デジタル入出力ユニット一
契約担当役校長 末岡 淳男
式）の購入
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

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1月30日

大昌（株）

代表取締役 黒木 祥之 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市小倉北区田町１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番８号
するため。

－

1,269,450

－

所長 木村 立美
佐賀市駅单本町5番1号

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,015,560

－

事務用消耗品（プリンター用トナーカートリッジ
等）の購入（卖価契約）

佐賀職業訓練支援センター（佐賀職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 宮本 泰弘
佐賀県佐賀市兵庫町若宮1042-2

平成24年4月1日

富士ゼロックス
（株）佐賀営業所

集塵装置付両頭グラインダ３台調達及び廃棄

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

平成24年4月27日

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）野中インテッ 代表取締役 森川 契子
６０万円を超えない物件の購入）に該当
ク
佐世保市卸本町２７－２
するため。

－

1,161,300

－

訓練用教材（コンパネほか４２件）の調達

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

平成24年6月5日

（株）萩原材木店

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 高橋 章文
６０万円を超えない物件の購入）に該当
佐世保市大和町１－１
するため。

－

718,578

－

平成24年9月6日

（株）平沼商店

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 平沼 明徳
６０万円を超えない物件の購入）に該当
諫早市幸町６７－１８
するため。

－

1,283,370

－

平成24年9月6日

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）野中インテッ 代表取締役 森川 契子
６０万円を超えない物件の購入）に該当
ク
佐世保市卸本町２７－２
するため。

－

1,165,500

－

平成24年12月10日 （有）立山印刷

代表取締役 立山 公造 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
佐世保市瀬戸越4-1413- ５０万円を超えない工事若しくは製造）
19
に該当するため。

－

897,960

－

平成24年12月26日 安達（株）

代表取締役 安達
長崎市浜町１－７

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,414,917

－

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,234,800

－

長崎職業訓練支援センター（長崎職業能力開
職業訓練用教材（（長崎・佐世保）鋼板外３３件） 発促進センター）
の購入
契約担当役所長 山口 弘幸
長崎県諌早市小船越町1113
長崎職業訓練支援センター（長崎職業能力開
職業訓練用教材（（長崎・佐世保）卖一乾電池外７ 発促進センター）
契約担当役所長 山口 弘幸
９件）の購入
長崎県諌早市小船越町1113
長崎職業訓練支援センター（長崎職業能力開
平成２５年度訓練生募集案内パンフレットの作成業 発促進センター）
務
契約担当役所長 山口 弘幸
長崎県諌早市小船越町1113

訓練用機器（位置決め制御機器）調達

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

プリンター用トナーカートリッジ調達

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

訓練用ガスの購入（卖価契約）

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

健康診断業務（卖価契約）

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

本部契約リース機器移設作業一式

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

大型機器等移設及び設定調整等作業一式

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

平成24年5月18日

（株）ディエスジャ 店長 甲斐 敏博
パン長崎店
長崎市東町１７５３

一蔵

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 井上 亮
６０万円を超えない物件の購入）に該当
佐世保市卸本町２８－２
するため。

考

―

・ﾄﾅｰﾌﾞﾗｯｸ 29505円
・ﾄﾅｰその他21105円

－

卖価契約
ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ @7,420円
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ @11,520円
工業用酸素 @3,220円
炭酸ｶﾞｽ @7,200円

1,260,205

－

予定調達総額（卖価契約）
一般健康診断 7,800円
胃部X線撮影 6,700円
ほか（税抜き）
一般競争入札後不落随契

－

2,283,750

－

－

3,465,000

－

平成24年6月11日

（株）大興

平成24年4月1日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
組合長 荒木 義行
会計規程第６８条第１項（競争に付して
菊池養生園保険組合 菊池市泗水町吉富２１９ も入札者がないとき又は再度の入札に付
３－１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

平成24年4月13日

リース機器の移設であり、リース業者が
所長 花田 廣実
指定する同社以外は履行できないことか
関東物産（株）福岡
福岡市中央区天神４丁目 ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
営業所
１番１８号
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

平成24年4月26日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 大西雅春
会計規程第６８条第１項（競争に付して
江東区新木場２－１４－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
１１
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

佐川引越センター
（株）

備

－

1,088,913

―

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

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

当該業務は法令の規定により「特別管理
産業廃棄物処分」に係る許可を受けた同
北九州事業所長 牧田泉
社以外には履行できないことから会計規
日本環境安全事業
北九州市若松区響町1程第６７条第１号（契約の性質又は目的
（株）北九州事業所
62-24
が競争を許さないとき）に該当するた
め。

－

5,767,400

－

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 玉井重麿
大分市松原町３－２－１ 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
５
め。

－

7,297,500

－

－

2,163,000

－

高濃度ＰＣＢ廃棄処理

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

訓練用模擬家屋の購入一式

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

大型ヒューム集塵機２台修理作業

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

平成25年1月28日

公募により選定した相手方と契約するも
所長 花田 廣実
関東物産（株）福岡
のであるから、会計規程第６７条第１号
福岡市中央区天神４丁目
営業所
（契約の性質又は目的が競争を許さない
１番１８号
とき）に該当するため。

訓練用機器（表面粗さ測定機一式）の購入

宮崎職業訓練支援センター（宮崎職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 坂口 史朗
宮崎県宮崎市大字恒久4241

平成25年1月23日

所長 栗木 清孝
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
関東物産（株）宮崎
宮崎市田代町１８３－１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
０
するため。

－

1,173,900

－

訓練用什器等の整備一式

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）
契約担当役所長 川畑 伸一
鹿児島県鹿児島市東郡元町14-3

平成25年2月18日

（株）久永

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 久永修平
６０万円を超えない物件の購入）に該当
鹿児島市東開町５－１１
するため。

－

1,035,300

－

訓練用機器（重量作業台）の購入

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）
契約担当役所長 川畑 伸一
鹿児島県鹿児島市東郡元町14-3

平成25年3月22日

代表取締役 山下英樹
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
ヤマシタ機械（株） 鹿児島市宇宿２－２３－ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
７
するため。

－

1,069,740

－

学校業務支援システム保守業務

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

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

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。

－

1,253,700

－

PCB廃棄物処理業務

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

平成24年5月24日

北九州事業所長 牧田
泉
北九州市若松区響町１－
６２－２４

当該業務は法令の規定により「特別管理
産業廃棄物処分」に係る許可を受けた同
社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。

－

2,822,400

－

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 堀江
会計規程第６８条第１項（競争に付して
広重
も入札者がないとき又は再度の入札に付
福岡市中央区薬院３－１
しても落札者がないとき）に該当するた
６－２６
め。

－

1,123,500

－

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。

－

1,253,700

－

宏
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
那覇 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,049,750

－

一式

九州職業能力開発大学校附属川内職業能力開
発短期大学校
九州能開大応用課程及び企業見学研修旅行手配業務
契約担当役校長 鎌田 修
鹿児島県薩摩川内市高城町2526

平成24年9月12日

平成24年10月19日 （株）大地

日本環境安全事業
（株）

平成24年11月22日 西鉄旅行（株）

備

考

一般競争入札後不落随契

―

一般競争入札後不落随契

学校業務支援システム保守業務

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

平成24年4月1日

代表取締役社長 栗木
康幸
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１
バイス（株）
－４横浜イーストスクエ
ア

事務用機器（パソコン１３式）の購入

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

平成25年1月21日

代表取締役 赤嶺
（株）システック沖
那覇市松山1-32-7
縄
久米ビル３F

平成25年2月6日

ソリューションビジネス
（株）富士通アドバ 推進本部 営業統括部長
ンストエンジニアリ 檜垣 慎二
ング
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）

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。

－

2,950,500

－

一般競争入札後不落随契

平成25年2月6日

ソリューションビジネス
（株）富士通アドバ 推進本部 営業統括部長
ンストエンジニアリ 檜垣 慎二
ング
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）

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。

－

6,615,000

－

一般競争入札後不落随契

沖縄職業能力開発大学校
訓練用機器（PICマイコン用Ｃコンパイラ）の購入 契約担当役校長 仲尾 善勝
沖縄県沖縄市池原2994-2

訓練用機器（PICマイコン実習装置）の購入

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

（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

訓練用機器（組込みOS開発実習装置）の購入

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

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成25年2月9日

（株）富士通アドバ
ンストエンジニアリ
ング

訓練用機器（マイコン開発実習装置）の購入

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

平成25年2月9日

（株）富士通アドバ
ンストエンジニアリ
ング

訓練能機器（H8マイコン実習装置）の購入

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

平成25年2月9日

（株）富士通アドバ
ンストエンジニアリ
ング

訓練用機器（FPGAトレーニングキット）の購入

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

平成25年2月9日

（株）富士通アドバ
ンストエンジニアリ
ング

液晶プロジェクタの購入

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

ターニングセンタ再リース

国立職業リハビリテーションセンター
契約担当役所長 三上 明道
埼玉県所沢市並木4-2

マシニングセンタ再リース

国立職業リハビリテーションセンター
契約担当役所長 三上 明道
埼玉県所沢市並木4-2

平成２５年度職業訓練募集要項の印刷及び発送

国立職業リハビリテーションセンター
契約担当役所長 三上 明道
埼玉県所沢市並木4-2

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

ソリューションビジネス
推進本部 営業統括部長
檜垣 慎二
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）
ソリューションビジネス
推進本部 営業統括部長
檜垣 慎二
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）
ソリューションビジネス
推進本部 営業統括部長
檜垣 慎二
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）
ソリューションビジネス
推進本部 営業統括部長
檜垣 慎二
新宿区西新宿3-7-1（新
宿パークタワー18階）

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

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,128,750

－

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,568,700

－

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,118,250

－

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
するため。

－

1,338,750

－

平成25年3月4日

代表取締役 前川 和夫 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）沖縄科学ＡＶ
浦添市勢理客１－２－２ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
センター
９
するため。

－

1,419,390

－

平成24年4月1日

昭和リース(株)

リース契約を締結していた職業訓練用機
代表取締役 土屋 明正 器の再リースであり、他社から賃借でき
さいたま市浦和区北浦和 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
４－５－５
とき）に該当するため。

－

1,281,420

－

昭和リース(株)

リース契約を締結していた職業訓練用機
代表取締役 土屋 明正 器の再リースであり、他社から賃借でき
さいたま市浦和区北浦和 ないことから、会計規程第６７条第１号
４－５－５
（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。

－

1,821,960

－

望月印刷（株）

代表取締役 望月 諭
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
さいたま市中央区円阿弥 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
５丁目８番３６号
に該当するため。

－

1,155,000

－

平成24年4月1日

平成25年1月23日

備

考

