（様式３）

随意契約に係る情報の公表（工事等）
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
東京高齢・障害者雇用支援センターにおけるドア改 構本部（竹芝）
修等工事
契約担当役理事 桑原 幸治
工期 平成23年11月11日～平成24年1月31日
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
スタワー
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（竹芝）
岩手障害者職業センター事務室改修工事
契約担当役理事 桑原 幸治
工期 平成24年1月16日～平成24年2月29日
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
スタワー
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
竹芝事務所解約に伴う現状回復工事
構本部（竹芝）
竹芝事務所
契約担当役理事 桑原 幸治
（港区海岸1-11-1）
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
工期 平成24年3月26日～平成24年5月31日
スタワー

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
(ｂ/ａ)

平成23年11月10日 信東建設（株）

代表取締役 米窪 一視 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
板橋区南常盤台１丁目２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
番５号
に該当するため。

1,830,207

1,792,350

97.9%

平成24年1月16日

（株）平金商店

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 平野 佳則
５０万円を超えない工事若しくは製造）
盛岡市肴町８番２４号
に該当するため。

1,356,600

1,277,850

94.2%

平成24年3月26日

入居するビル貸为の指定する業者と契約
取締役社長 北村 昭治
ヒューリックビルド
せざるを得ないため会計規程第６７条第
中央区日本橋兜町６番７
（株）
１号（契約の性質又は目的が競争を許さ
号
ないとき）に該当するため。

52,690,575

52,690,575

100.0%

千葉職業能力開発短期大学校成田校空調設備更新工
事設計・監理業務
成田市並木町２２１－２０
設計期間 平成23年10月12日～平成23年11月21日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 岡本 睦哲 会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成23年10月11日 （有）岡本建築設計 千葉市美浜区幸町２－５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－５－２０３
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

987,000

－

京都職業能力開発短期大学校受変電及び消防設備整
備・更新工事設計・監理業務
舞鶴市上安１９２２
設計期間 平成23年10月15日～平成23年11月21日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成23年10月14日 （株）東亜設計

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 青野 正治 会計規程第６８条第１項（競争に付して
京丹後市峰山町長岡４０ も入札者がないとき又は再度の入札に付
０－５
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,260,000

－

雇用促進住宅向ヶ丘宿舎１、２、５～７号棟耐震改
修工事設計監理業務
川崎市宮前区初山２－２７
設計期間 平成23年11月16日～平成24年3月28日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役社長 井上
会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成23年11月15日 （株）山下テクノス 丈弘
も入札者がないとき又は再度の入札に付
中央区新川１－２－１２ しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

4,830,000

－

君津職業能力開発促進センター耐震改修工事
君津市坂田４２８
工期 平成23年11月23日～平成24年3月29日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成23年11月22日 太勢建設株式会社

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 遠藤 智朗 会計規程第６８条第１項（競争に付して
君津市南久保１－１３－ も入札者がないとき又は再度の入札に付
６
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

8,278,200

8,190,000

98.9%

加古川職業能力開発促進センター屋根等改修工事
加古川市東神吉町升田１６８８－１
工期 平成23年12月8日～平成24年3月14日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成23年12月7日

（株）海老名組

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 海老名 巖 会計規程第６８条第１項（競争に付して
姫路市飾磨区妻鹿２６４ も入札者がないとき又は再度の入札に付
－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

43,848,000

43,785,000

99.9%

雇用促進住宅矢吹宿舎２号棟取壊し工事設計監理業
務
西白河郡矢吹町北町６７－３
設計期間 平成23年12月29日～平成24年2月29日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成23年12月28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
（株）清水公夫研究 代表取締役 清水 公夫
も入札者がないとき又は再度の入札に付
所
郡山市菜根３－１２－８
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,890,000

－

日石横浜ビル20、21、23階原状回復業務一式
横浜市中区桜木町一丁目１番地８
工期 平成24年2月17日～平成24年9月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成24年2月16日

日石横浜ビル賃貸借契約書及び工事に関
する覚書第５条に基づき、原状回復につ
代表取締役 田畑 行弘
ＪＸ日鉱日石不動産
いては、賃貸人が行うことから、会計規
横浜市中区桜木町一丁目
(株)
程第６７条第１号（契約の性質又は目的
１番地８
が競争を許さないとき）に該当するた
め。

311,430,000

311,430,000

100.0%

ＮＳＳニューステージ札幌１４階原状回復業務一式
札幌市北区北七条西１－２－６ＮＳＳニューステー
ジ札幌１４階
工期 平成24年2月28日～平成24年4月11日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構（横浜）
分任契約担当役理事 加藤 充
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8

平成24年2月27日

西松建設(株)

当該業務は、賃貸借契約第２０条第４項
により、賃貸人が指定する業者である同
札幌支店長 安藤 暁夫
者以外には履行できないことから、会計
札幌市北区７条西２丁目
規程第６７条第１号（契約の性質又は目
２０番地
的が競争を許さないとき）に該当するた
め。

4,893,000

4,893,000

100.0%

（株）堀組

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 堀 晃彰
会計規程第６８条第１項（競争に付して
函館市千代台町６番１９ も入札者がないとき又は再度の入札に付
号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

14,101,500

13,629,000

96.6%

金属・機械実習場耐震改修その他実習場等屋根・外 函館職業能力開発促進センター
壁等改修工事
契約担当役所長 岩城 雄二
工期 平成23年12月2日～平成24年3月21日
北海道函館市日吉町3-23-1

平成23年12月1日

備

考

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契

平成24年1月4日

森トラスト（株）

賃貸借契約第１８条第１項に基づく原状
回復工事で、供給者が一に特定される賃
代表取締役社長 森 章 貸借契約（当該契約に付随する契約）で
港区虎ノ門２－３－１７ 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。

4,407,900

4,326,000

98.1%

平成24年2月7日

代表取締役 今井 幸隆 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）富士通エフサ
川崎市中原区中丸子１３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
ス
－２
に該当するため。

1,732,500

1,362,690

78.7%

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
茨城県水戸市南町2-6-10

平成24年1月31日

（株）日立ビルシス 支社長 深尾 卓志
テム東関東支社
柏市柏４-８-１

平成２３年１２月２２日に契約締結した
事務所賃貸借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。

7,665,000

7,350,000

95.9%

水戸事務所原状回復工事
工期 平成24年3月9日～平成24年3月30日

茨城職業訓練支援センター（茨城職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 星野 富士男
茨城県水戸市南町2-6-10

平成24年2月17日

金融事業グループ金融営
業統括本部 第二営業本
（株）日立システム
部第三営業部長 粂 達
ズ
也
港区三田３－１３－１２

賃貸借契約第15条第1項により、原状回復
工事については賃借人が指定した業者が
行うことから、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。

11,550,000

11,025,000

95.5%

４号棟測定室他空調機更新工事
工期 平成24年2月14日～平成24年3月23日

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

平成24年2月13日

フィデス（株）

代表取締役 細矢 充
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉市緑区大高町４０－ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１５
に該当するため。

1,534,050

1,354,500

88.3%

回路設計室改修工事
工期 平成23年12月8日～平成23年12月29日

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

平成23年12月7日

白井興業（株）

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

1,235,220

1,221,150

98.9%

職業大移転に係る施設改修その他建築工事
工期 平成24年1月26日～平成24年3月30日

職業能力開発総合大学校東京校
契約担当役副校長 坪内 茂樹
東京都小平市小川西町2-32-1

平成24年1月25日

石川建設（株）

代表取締役 石川 忠
小平市仲町２１７番地

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。

32,777,000

32,235,000

98.3%

一般競争入札後不落随契

職業大移転に係る施設改修その他機械設備工事
工期 平成24年1月26日～平成24年3月30日

職業能力開発総合大学校東京校
契約担当役副校長 坪内 茂樹
東京都小平市小川西町2-32-1

平成24年1月25日

八重洲工業（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 長谷川 福
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
立川市柴崎町２丁目２５
しても落札者がないとき）に該当するた
番３号
め。

22,113,000

22,050,000

99.7%

一般競争入札後不落随契

旧新潟センター駅南事務所原状回復工事
工期 平成23年11月14日～平成23年11月30日

新潟職業訓練支援センター（新潟職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 横田 昭
新潟県長岡市住吉3-1-1

平成23年10月25日 木山産業（株）

事務所管理会社である契約相手方以外に
契約する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。

6,200,250

5,565,000

89.8%

自遊館事務所原状復旧工事
富山市湊入船町９番１号
工期 平成23年11月1日～平成23年11月29日

富山職業訓練支援センター（富山職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 野木 秀政
富山県高岡市八ヶ55

平成23年10月31日

専務執行役員支店長 江 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
佐藤工業（株）北陸
尻 秀夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
支店
富山市桜木町１番１１号 に該当するため。

2,394,000

2,394,000

100.0%

新科立上げに係る施設改修工事
揖斐郡大野町古川１－２
工期 平成24年2月1日～平成24年3月30日

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

平成24年1月31日

末永電気（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 末永 英司 会計規程第６８条第１項（競争に付して
揖斐郡揖斐川町極楽寺字 も入札者がないとき又は再度の入札に付
松原１１６－３
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

8,064,000

7,875,000

97.7%

機械室給水加圧ポンプ取替工事
工期 平成23年12月14日～平成23年12月22日

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

代表取締役 大崎 裕士 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
平成23年12月13日 大崎設備工業（株） 守山市下之郷二丁目５番 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
８号
に該当するため。

1,692,600

1,575,000

93.1%

神戸事務所原状回復工事
神戸市中央区東川崎町１－１－３－２０Ｆ
工期 平成23年10月2日～平成23年12月31日

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

平成23年10月1日

事務所賃貸借契約により原状回復工事に
代表取締役 中村泰彦
ついては管理会社施工が定められてお
（株）カワサキライ
神戸市中央区東川崎町１ り、会計規程第６７条第１号（契約の性
フコーポレーション
－１－３
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

4,651,500

4,515,000

97.1%

平成23年11月15日 （株）三田工務店

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 三田 恭男
５０万円を超えない工事若しくは製造）
尼崎市道意町３－１
に該当するため。

1,035,662

1,035,090

99.9%

平成24年2月20日

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 松本 茂樹
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
鳥取市千代水三丁目５９
は目的が競争を許さないとき）に該当す
番地
るため。

3,800,042

3,780,000

99.5%

仙台ＭＴビル５階原状回復工事
仙台市宮城野区榴岡４－２－３仙台ＭＴビル５階
工期 平成24年3月1日～平成24年3月31日

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

建築ＣＡＤ室電源及びＬＡＮ工事
工期 平成24年2月7日～平成24年2月29日

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

水戸事務所内装等工事
水戸市南町３-４-１０
工期 平成24年2月1日～平成24年2月24日

本館・教室・実習棟屋根改修その他工事（設計変更 港湾職業能力開発短期大学校神戸校
（追加））
契約担当役校長 若松 巧
工期 平成23年11月15日～平成23年12月28日
兵庫県神戸市中央区港島8-11-4

本館棟階段手摺新設等その他改修工事
工期 平成24年2月21日～平成24年3月21日

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

（有）シュペール

代表取締役社長 木山
全一
新潟市中央区米山２丁目
５番１号

一般競争入札後不落随契

一般競争入札後不落随契

第二実習棟２階教室改修工事
工期 平成23年12月21日～平成24年2月3日

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

平成23年12月20日 （株）植尾組

代表取締役 植尾 佳功 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
松江市矢田町５３４番地 ５０万円を超えない工事若しくは製造）
４
に該当するため。

1,795,500

1,680,000

93.6%

応用棟手摺り設置工事
工期 平成24年2月14日～平成24年3月19日

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

平成24年2月13日

（株）丸井工務店

一般競争入札を実施した（再度公告含
む）が、応札がなかったため、会計規程
代表取締役 丸井 良子
第６８条第１項（競争に付しても入札者
丸亀市田村町１７１１
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。

4,186,350

3,969,000

94.8%

福岡職業訓練支援センター（八幡職業能力開
オーシャン博多ビル（旧福岡事務所）原状回復工事
発促進センター）
福岡市博多区冷泉町5-32
契約担当役所長 市野 和宏
工期 平成24年2月13日～平成24年2月29日
福岡県福岡市博多区冷泉町5-32

平成24年2月1日

大洋地所（株）

賃貸借契約書第１０条第２項により、原
代表取締役社長 大塚
状回復工事については賃貸人が指定した
明男
業者が行うことから、会計規程第６７条
宮崎市広島二丁目１０番
第１号（契約の性質又は目的が競争を許
１６号
さないとき）に該当するため。

12,600,000

12,600,000

100.0%

屋外消火栓設備ポンプ取替工事
工期 平成24年3月1日～平成24年3月27日

福岡職業訓練支援センター（八幡職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 市野 和宏
福岡県福岡市博多区冷泉町5-32

平成24年3月1日

代表取締役 三牧 十九
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）東和防災シス 生
５０万円を超えない工事若しくは製造）
テム
北九州市八幡東区上本町
に該当するため。
１丁目９－４３

1,765,050

1,155,000

65.4%

Ｅ棟外壁改修工事
工期 平成24年1月26日～平成24年3月23日

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

平成24年1月25日

（株）佐藤技建

代表取締役 佐藤 寿洋 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
北九州市小倉北区赤坂３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
丁目５－６１
に該当するため。

1,587,600

1,491,000

93.9%

C棟３階教室他改修工事
工期 平成24年3月1日～平成24年3月23日

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

平成24年2月29日

（株）佐藤技建

代表取締役 佐藤 寿洋 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
北九州市小倉北区赤坂３ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
丁目５－６１
に該当するため。

2,484,300

2,415,000

97.2%

D１０２実習場他改修工事
工期 平成24年3月14日～平成24年3月26日

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

平成24年3月13日

（株）小林組

代表取締役 小林 秀行 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
北九州市小倉北区青葉２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
丁目７－２７
に該当するため。

2,317,350

2,273,250

98.1%

教室棟屋根防水部分改修
工期 平成23年11月22日～平成24年2月17日

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

平成23年11月21日 三国建設産業（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 永田 明
５０万円を超えない工事若しくは製造）
諫早市平山町８３６－１
に該当するため。

1,390,200

573,300

41.2%

本館網戸及びトイレ建具新設工事
諫早市小船越町１１１３
工期 平成24年1月12日～平成24年3月16日

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

平成24年1月11日

吉川建設（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 福島 裕輝
５０万円を超えない工事若しくは製造）
諫早市栗面町５４４
に該当するため。

2,031,750

1,207,500

59.4%

溶接実習場ガス集合装置改修
工期 平成24年1月27日～平成24年3月30日

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

平成24年1月26日

福岡酸素（株）長崎 支社長 中村 和敏
支社
長崎市光町２－３１

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

2,478,000

2,415,000

97.5%

訓練生喫煙室設置工事
工期 平成24年2月14日～平成24年3月27日

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

平成24年2月13日

代表取締役 石本 潤治
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
（株）ライムイシモ 郎
５０万円を超えない工事若しくは製造）
ト
諫早市貝津町２０７１－
に該当するため。
７

2,354,100

1,995,000

84.7%

本館２階ＯＡフロア改修業務
工期 平成24年2月18日～平成24年3月30日

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

平成24年2月17日

（株）石橋工務店

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 石橋 重博
５０万円を超えない工事若しくは製造）
諫早市大渡野町４２
に該当するため。

1,581,510

724,500

45.8%

第４実習棟外屋根・外壁等改修その他工事
工期 平成23年11月8日～平成24年3月16日

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 久富 慶吾
鹿児島県鹿児島市東郡元町14-3

平成23年11月7日

（株）森田建設

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 森田 達朗 会計規程第６８条第１項（競争に付して
鹿児島市宇宿六丁目１９ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番１号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

24,465,000

24,465,000

100.0%

学生寮浄化槽点検蓋更新工事
工期 平成24年2月7日～平成24年3月15日

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

平成24年2月6日

(有)柏木産業

取締役 柏木 賢一
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
出水市高尾野町柴引337- ５０万円を超えない工事若しくは製造）
1
に該当するため。

1,890,000

1,004,850

53.2%

本館教室棟２・３階窓手摺設置その他工事
工期 平成24年2月28日～平成24年3月27日

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

平成24年2月28日

(有)柏木産業

取締役 柏木 賢一
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
出水市高尾野町柴引337- ５０万円を超えない工事若しくは製造）
1
に該当するため。

2,215,000

1,050,000

47.4%

一般競争入札後不落随契

Ｄ棟１階改修及びその他工事
工期 平成23年12月28日～平成24年3月23日

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

屋内温水プール空調ダクト修繕その他工事
工期 平成24年2月6日～平成24年3月30日

国立吉備高原職業リハビリテーションセン
ター
契約担当役所長 遠藤 雅仁
岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520

平成23年12月27日 新田建設

平成24年2月6日

東和防水工業(株)

一般競争入札後の不落随意契約であり、
新田 修
会計規程第６８条第１項（競争に付して
沖縄市泡瀬５－２２－２ も入札者がないとき又は再度の入札に付
７
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

14,248,500

14,227,500

99.9%

代表取締役 秋山政巳
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
岡山市北区一宮１１４６ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
－１
に該当するため。

2,496,553

2,257,500

90.4%

一般競争入札後不落随契

