（様式４）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
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
構本部（竹芝）
パンフレット「独立行政法人高齢・障害・求職者雇
契約担当役理事 桑原 幸治
用支援機構２０１１」(日本語版及び英語版)の作成
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）
共同研究年報(平成２２年度)の作成
契約担当役理事 桑原 幸治
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）
財務諸表の官報掲載
契約担当役理事 桑原 幸治
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
スタワー

本部ネットワーク機器等の再リース及び保守

「７０歳雇用先進事例集（2011年版）」の作成

事務用消耗品（トナー

外）の購入

施設ネットワーク機器等の再リース及び保守

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（竹芝）
契約担当役理事 桑原 幸治
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）
契約担当役理事 桑原 幸治
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）
契約担当役理事 桑原 幸治
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）
契約担当役理事 桑原 幸治
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）
職場改善支援システムへの平成２２年度事例の追加
契約担当役理事 桑原 幸治
業務
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）
平成23年度財務諸表作成における退職給付債務の計
契約担当役理事 桑原 幸治
算業務
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）
就労支援機器及びリファレンスサービス等のホーム
契約担当役理事 桑原 幸治
ページサーバのハウジング及び運用
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
スタワー

給与の臨時特例に係る給与システム改修

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（竹芝）
契約担当役理事 桑原 幸治
東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノー
スタワー

空調機用フィルター（３８台、外５点）の購入

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

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
(ｂ/ａ)

平成23年10月19日 （株）アイネット

代表取締役 田中 寛一 会計規程第６７条第６号（予定価格が２
中央区銀座７－１６－２ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
１
に該当するため。

－

1,381,894

－

平成23年10月27日 北越印刷（株）

代表取締役社長
佐藤
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
松雄
５０万円を超えない工事若しくは製造）
長岡市单陽２丁目９４９
に該当するため。
番地８

－

1,321,425

－

平成23年11月2日

官報掲載料は全国一律に定められてお
代表取締役 吉田 昌弘 り、競争の余地がないため、会計規程第
千代田区神田錦町１－２ ６７条第１号（契約の性質又は目的が競
争を許さないとき）に該当するため。

－

3,665,574

－

既存のリース物件に係る再リース、及び
再リース相手方の指定する業者と保守契
東京センチュリー
情報機器第一部長 柴田
約を結ぶことから、契約の目的が競争を
平成23年11月14日 リース（株） 外１ 和広
許さないことから、会計規程第６７条第
社
港区浜松町２－４－１
１号（契約の性質又は目的が競争を許さ
ないとき）に該当するため。

－

1,583,678

－

東京官書普及（株）

平成23年11月17日

ミナトメイワ印刷
（株）

代表取締役社長 森山
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
忠雄
５０万円を超えない工事若しくは製造）
神戸市兵庫区入江通１丁
に該当するため。
目１番２８号

－

1,031,520

－

平成23年12月1日

千葉紙工（株）

代表取締役 添田 福依 会計規程第６７条第１項第６号（予定価
四街道市物井５９８－１ 格が１６０万円を超えない財産を買い入
２
れるもの）に該当するため。

－

1,000,965

－

平成23年12月28日

東京センチュリー
リース（株）

既存のリース物件に係る再リース契約を
情報機器第一部長 柴田
結ぶことから、会計規程第６７条第１号
和広
（契約の性質又は目的が競争を許さない
港区浜松町２－４－１
とき）に該当するため。

－

2,945,628

－

平成24年1月12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１－５－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,564,500

－

平成24年1月31日

当該業務は、決算における数値の算定業
務であり、継続性を担保する必要がある
取締役社長 岡内 欣也
三菱ＵＦＪ信託銀行
こと等から、同社以外に行うことができ
千代田区丸の内１－４－
(株)
ず、会計規程第６７条第１号（契約の性
５
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

2,257,500

－

平成24年3月1日

富士通（株）

現在のハウジング先から変更する場合、
機器の移転、再設定作業及びデータ移転
官公庁営業本部第四統括
費用が発生し、競争に付することが不利
営業部長 江藤 孝宏
であるため会計規程第６７条第４号（競
港区東新橋１－５－２
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。

－

5,523,000

－

（株）ＪＳＯＬ

ホストコンピュータに格納されているシ
ステムは、(株)ＪＳＯＬが独自に開発し
たものであり、その著作権は(株)ＪＳＯ
代表取締役社長 田邊
Ｌに帰属し、技術情報は非公開とされて
仁一
おり、他の業者が取り扱うことができな
中央区晴海２－５－２４
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。

－

6,825,000

－

平成23年12月14日 協立工業（株）

代表取締役 池田 泰幸 会計規程第６７条第１項第６号（予定価
千代田区内神田２－１１ 格が１６０万円を超えない財産を買い入
－６
れるもの）に該当するため。

－

997,500

－

平成24年3月9日

備

考

月額リース料：36,393円
月額保守料：283,983円

一般競争入札後不落随契

実践報告書Ｎｏ．２５外２点の印刷

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

平成24年2月13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２－８－７
に該当するため。

－

1,123,500

－

資料シリーズＮｏ．６３外２点の印刷

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

平成24年2月13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２－８－７
に該当するため。

－

955,500

－

資料シリーズＮｏ．６８外２点の印刷

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

平成24年2月13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２－８－７
に該当するため。

－

924,000

－

資料シリーズＮｏ．６４外２点の印刷

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

平成24年2月13日

（株）ハシダテ

代表取締役 外立 徹
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉市美浜区新港１１６ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
－１
に該当するため。

－

990,150

－

「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
構本部（幕張）
分任契約担当役理事 中村 廣志
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

平成24年2月23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２－８－７
に該当するため。

－

907,200

－

－

10,290,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
税制改正等に対応する為の給与計算プログラムの一 構（横浜）
部変更作業
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11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丁目５番２
業者は取り扱うことができないことから
４号
会計規程第６７条第１号（契約の性質又
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（高能率マシニングセンタ（東海職業能 構（横浜）
力開発大学校））の購入
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29日 大東産商（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 大原 泰夫 会計規程第６８条第１項（競争に付して
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。

－

46,357,500

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ＦＡ制御総合システム（北海道職業能 構（横浜）
力開発大学校））の購入
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30日 （株）ＨＡＴＯ

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。

－

34,020,000

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ＦＡ制御総合システム（北陸職業能力 構（横浜）
開発大学校））の購入
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30日 （株）ＨＡＴＯ

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。

－

54,915,000

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ＦＡ制御総合システム（四国職業能力
構（横浜）
開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校））の
分任契約担当役理事 加藤 充
購入
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2日

関東物産（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区岩本町２丁目５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番１２号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

22,291,500

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（栃木職業訓 構（横浜）
練支援センター外２施設））の購入
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2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
会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
安明
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。

－

81,585,000

－

一般競争入札後不落随契

平成23年12月2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
会計規程第６８条第１項（競争に付して
富士電機ＩＴソ
安明
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。

－

14,269,500

－

一般競争入札後不落随契

－

31,794,000

－

一般競争入札後不落随契

－

4,473,000

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（職業訓練用パソコン（岐阜職業訓練支 構（横浜）
援センター外１施設））の購入
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
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（高度職業能力開発 構（横浜）
促進センター））の購入
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26日 関東物産（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（環境・エネルギー実験装置（沖縄職業 構（横浜）
能力開発大学校））の購入
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27日 関東物産（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区岩本町２丁目５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番１２号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 山本 洋
会計規程第６８条第１項（競争に付して
千代田区岩本町２丁目５ も入札者がないとき又は再度の入札に付
番１２号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 大原 泰夫 会計規程第６８条第１項（競争に付して
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。

－

13,072,500

－

平成24年1月10日

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役社長 荒 安
指定する同社以外は履行できないことか
富士電機ITソリュー 明
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
ション（株）
千代田区外神田６－１５
質又は目的が競争を許さないとき）に該
－１２
当するため。

－

1,407,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅管理システムにおける貸与契約解除日 構（横浜）
データ補正
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1月10日

代表取締役社長 黒川
日本ユニシス（株） 茂
江東区豊洲1－1－1

当該システムは同社が著作権を有してお
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。

－

5,167,050

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（職業訓練用パソコン（神奈川職業訓練 構（横浜）
支援センター））の購入
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1月10日

代表取締役社長 北川
新日鉄ソリューショ 三雄
ンズ（株）
中央区新川二丁目２０番
１５号

一般競争入札後の不落随意契約であり、
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。

－

21,777,000

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（計測機器類（関東職業能力開発大学校 構（横浜）
外１施設））の購入
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1月10日

大輝産業（株）

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 荻野 二三 会計規程第６８条第１項（競争に付して
男
も入札者がないとき又は再度の入札に付
新宿区納戸町３３番地
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

9,156,000

－

一般競争入札後不落随契

当該業務は、平成23年9月に一般競争入札
により調達した鑑定業務の再鑑定であ
代表取締役 森 洋
り、再鑑定を行うための必要な採取試料
秋田市川尻御休町１１番 は、当該測定業者が保有していることか
１４号
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

2,100,000

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
訓練用機器（簡易工作機（中部職業能力開発促進セ 構（横浜）
ンター））の購入
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 大東産商（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
幕張への本部機能の移転に伴う給与関連システム機 構（横浜）
器等の移設作業等
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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用促進住宅に係るアスベスト粉じん濃度再鑑定業 構（横浜）
務
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1日

秋田環境測定セン
ター（株）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
グループウェアサーバ及びソフトウェア等の更新及 構（横浜）
び保守
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24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ソリュー 明
も入札者がないとき又は再度の入札に付
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。

－

60,425,568

－

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等に係る環境設定 構（横浜）
等
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24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１－５－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

74,025,000

－

平成24年2月28日

（株）ＪＳＯＬ

代表取締役社長 田邊
仁一
中央区晴海２丁目５番２
４号

ホストコンピュータに格納されているシ
ステムは、(株)ＪＳＯＬが独自に開発し
たものであり、その著作権は(株)ＪＳＯ
Ｌに帰属し、技術情報は非公開とされて
おり、他の業者が取り扱うことができな
いことから、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許さない
とき）に該当するため。

－

2,100,000

－

（株）ＮＴＴデータからのリース品であ
り、その動作保証は（株）ＮＴＴデータ
により担保されており（株）ＮＴＴデー
タが提供する当該システムの専用回線
（横浜事務所～データセンタ間）サービ
スの移設は、（株）ＮＴＴデータしか実
施することができないため会計規程第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。

－

1,430,205

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
雇用保険料率変更等に対応する為の給与計算プログ 構（横浜）
ラムの一部変更作業
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

求職者支援システム端末一式の移設業務

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28日

ライフサポート事業本部
ワークサポート事業部長
（株）エヌ・ティ・
桜井 糧
ティ・データ
新宿区西新宿七丁目５番
２５号

横浜事務所移転に係る不要書類等の廃棄処理

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28日

JX日鉱日石不動産
（株）

日石横浜ビルの入館規則及び清掃塵芥処
取締役ビル事業二部長
理規則により、廃棄処理は同社に委託し
木田 正昭
て行うこととなっており、会計規程第６
千代田区大手町二丁目６
７条第１号（契約の性質又は目的が競争
番地３号
を許さないとき）に該当するため。

－

4,601,080

－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
独立行政法人雇用・能力開発機構に係る平成２３事 構（横浜）
業年度財務諸表等の官報公告掲載
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28日

東京官書普及（株）

官報掲載料は全国一律に定められてお
り、競争の余地がないことから、会計規
代表取締役 吉田 昌弘
程第６７条第１号（契約の性質又は目的
千代田区神田錦町１－２
が競争を許さないとき）に該当するた
め。

－

5,366,628

－

一般競争入札後不落随契

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
給与の臨時特例に対応する為の給与計算プログラム 構（横浜）
の一部変更作業
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3月14日

（株）ＪＳＯＬ

代表取締役社長 田邊
仁一
中央区晴海２丁目５番２
４号

ホストコンピュータに格納されているシ
ステムは、(株)ＪＳＯＬが独自に開発し
たものであり、その著作権は(株)ＪＳＯ
Ｌに帰属し、技術情報は非公開とされて
おり、他の業者が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。

－

7,140,000

－

（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

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
えることができるのは、当該システムの
運用管理会社である同社しかいないこと
から、会計規程第６７条第１号（契約の
性質又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

－

3,553,200

－

代表取締役社長 市前
一般競争入札後の不落随意契約であり、
智也
会計規程第６８条第２項（落札者が契約
青森市桂木４－７－１１ を結ばないとき）に該当するため。

－

4,492,753

－

人事異動等に伴うWebﾉｰﾂﾕｰｻﾞIDの登録･変更･削除
（平成24年度4月期）

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3月28日

暖房用白灯油の購入（卖価契約）

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

平成23年10月24日 （株）北斗燃料

実習場（八戸実習場）の賃借

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

平成23年12月20日

企画競争により選定した相手方と契約す
職業訓練法人 八戸 会長 東野 禮二
るものであり、会計規程第６７条第１号
職業能力開発協会
八戸市類家２－７－３０ （契約の性質又は目的が競争を許さない
とき）に該当するため。

－

2,394,000

－

訓練用機器（インバータ実験装置一式）の購入

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 橋本 光男
青森県五所川原市飯詰狐野171-2

平成24年1月25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 大槻
会計規程第６８条第１項（競争に付して
幸雄
美和電気工業（株）
も入札者がないとき又は再度の入札に付
新宿区新宿二丁目８番１
しても落札者がないとき）に該当するた
号新宿セブンビル
め。

－

2,152,500

－

一般競争入札後不落随契

暖房用重油購入（卖価契約）

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 渡部 勘
岩手県花巻市天下田69-1

平成23年11月1日

（株）宮澤商店

一般競争入札後の不落随意契約であり、
会計規程第６８条第１項（競争に付して
取締役社長 宮澤 啓祐
も入札者がないとき又は再度の入札に付
花巻市鍛治町３番６号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

5,906,250

－

一般競争入札後不落随契
予定調達総額（卖価契約）
１リットル当たり７５円
（消費税抜き）

東北ポリテクニックビジョンに係る学生の宿泊料

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

平成24年1月20日

宿泊に必要な部屋数を確保できる宿泊施
代表取締役 松沢清秀
設が、当該地域にこのホテルしかなっ
（株）ザ・ホテルロ
大館市中道１丁目２番２ かったため会計規程第６７条第１号（契
イヤル
６号
約の性質又は目的が競争を許さないと
き）に該当するため。

－

1,386,500

－

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
茨城県水戸市单町2-6-10

平成23年12月22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
住友生命保険相互会
るものであり、会計規程第６７条第１号
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。

－

717,255

－

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
茨城県水戸市单町2-6-10

平成23年12月22日 常東銘木（有）

企画競争により選定した相手方と契約す
代表取締役 川又 静
るものであり、会計規程第６７条第１号
日立市滑川本町１－２２
（契約の性質又は目的が競争を許さない
－１２
とき）に該当するため。

－

1,181,250

－

ＰＣＢ廃棄物処理業務

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

日本環境安全事業
平成23年11月28日
（株）

北海道事業所長 青木
仁志
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。

－

1,204,600

－

冷温水機故障で発生した１号棟１階事務
所内の床上浸水について、急ぎ本部経理
部と協議した結果、早急に災害復旧を進
める必要があることから、会計規程第６
７条第６号（予定価格が１６０万円を超
えない物件の購入）に該当するため。

－

1,487,745

－

空調機器の漏水修理のため緊急修理が必
要なため会計規程第６７条第２号（緊急
の必要により競争に付することができな
いとき）に該当するため。

－

3,045,000

－

栃木職業訓練支援センター（栃木職業能力開
事務用備品（ＯＡフロア用タイルカーペット貼付業 発促進センター）
務 一式）の購入
契約担当役所長 長田 雄三
栃木県宇都宮市若草1-4-23

平成24年2月13日

公共営業部長 笠原 良
リコージャパン
明
（株）関東営業本部
宇都宮市問屋町３１７２
栃木支社
－１０

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2月23日

和田工業（株）

エアハンドリングユニット内冷温水コイル3台交換
修理

代表取締役 和田
宇都宮市今泉町21

均

一般競争入札後不落随契
予定調達総額（卖価契約）
・白灯油 77.9円／ℓ（税
別）

平成23年11月2日

日本環境安全事業
（株）

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。

－

1,170,400

－

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1月6日

代表取締役 秋元 裕
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
千葉孔版印刷（株） 千葉市稲毛区天台１－１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
６－１３
に該当するため。

－

995,400

－

千葉職業訓練支援センター（千葉職業能力開
訓練用機器（組み込みプラットフォーム１１式外） 発促進センター）
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24年3月5日

代表取締役社長 栗木
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
東京エレクトロンデ 康幸
６０万円を超えない物件の購入）に該当
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
するため。
－４

－

1,359,750

－

代表取締役 水上 修
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
千葉市稲毛区轟町１－４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－２１
するため。

－

1,404,900

－

ＰＣＢ廃棄物処理業務

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

能力開発セミナーガイド印刷業務

北海道事業所長 青木
仁志
室蘭市仲町１４番地７

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21日 興共産業（株）

学務業務支援システム買取機器一式の購入

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

平成24年1月25日

代表取締役社長 栗木
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
東京エレクトロンデ 康幸
６０万円を超えない物件の購入）に該当
バイス（株）
横浜市神奈川区金港町１
するため。
－４

－

1,365,000

－

訓練用機器（空圧機器教育用機器５台外）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

平成24年2月1日

興共産業（株）

代表取締役 水上 修
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
千葉市稲毛区轟町１－４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－２１
するため。

－

1,172,850

－

訓練用機器（硬度計１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

平成24年2月1日

遠藤科学（株）千葉 所長 田村 恵
営業所
千葉市中央区弁天

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。

－

999,600

－

訓練用機器（汎用油圧ユニット１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

平成24年2月1日

興共産業（株）

代表取締役 水上 修
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
千葉市稲毛区轟町１－４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－２１
するため。

－

1,081,500

－

ＰＣＢ廃棄物処理業務

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

日本環境安全事業
（株）

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
東京事業所長 塩飽 昌
社以外には履行できないことから、会計
夫
規程第６７条第１号（契約の性質又は目
江東区青梅三丁目地先
的が競争を許さないとき）に該当するた
め。

－

4,875,400

－

田中無線電機（株）

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
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

－

1,157,100

－

平成23年12月14日

理事長代行 理事 山崎
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 穣一
５０万円を超えない工事若しくは製造）
刷局
港区虎ノ門２丁目２番４
に該当するため。
号

－

1,110,446

－

平成24年1月31日

リース機器の修繕であり、リース業者が
代表取締役社長 大井英
指定する同社以外は履行できないことか
之
（株）クレステック
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
八王子市大和田町１－９
質又は目的が競争を許さないとき）に該
－２
当するため。

－

1,680,000

－

取締役社長 小林 和男
会計規程第６７条第１１号（運送又は保
新潟市中央区美咲町１丁
管をさせるとき）に該当するため。
目２３番２６号

－

1,741,884

－

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

－

5,932,500

－

訓練用機器（超音波厚さ計１台

他１件）の購入

訓練用機器（ＣＡＮネットワークアナライザー
１式 外１件）の購入

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

職業能力開発総合大学校
総合課程一般入学試験問題に係る問題・解答用紙の
契約担当役校長 古川 勇二
印刷
神奈川県相模原市緑区橋本台4-1-1

職業能力開発総合大学校
リース機器（薄膜微細加工システム）の故障に伴う
契約担当役校長 古川 勇二
修繕業務
神奈川県相模原市緑区橋本台4-1-1

旧新潟センター駅单事務所什器搬送作業

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

北陸職業能力開発大学校附属新潟職業能力開
訓練用機器（ＦＡシーケンス実習装置及び器工具一 発短期大学校
式）の購入
契約担当役校長 岡本 明憲
新潟県新発田市新富町1-7-21

平成23年11月17日

平成24年2月9日

平成23年10月31日 中越運送（株）

代表取締役社長 大槻
平成23年12月22日 美和電気工業（株） 幸雄
新宿区新宿２－８－１

一般競争入札後不落随契

構内樹木の剪定及び雪囲い設置業務

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

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 福井 豊
会計規程第６８条第１項（競争に付して
平成23年12月14日 福井造園土木（株） 高岡市清水町２丁目４番 も入札者がないとき又は再度の入札に付
４０号
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

3,150,000

－

事務用備品（ＬＥＤ型蛍光管（設置作業含む）136
本）の購入

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 松山 玲子
山梨県甲府市中小河原町403-1

平成24年2月13日

清水工機（株）

代表取締役 清水 太
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
单アルプス市上今諏訪７ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
５０
するため。

－

1,136,688

－

事務所（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
岐阜県岐阜市金町4-30

平成23年10月1日

取締役 代表執行役社長
明治安田生命保険相
松尾 憲治
互会社
千代田区丸の内2-1-1

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

－

15,551,376

－

－

1,848,000

－

－

1,785,000

－

東海職業能力開発大学校
新科立上げに係る施設改修に伴うリース機器の移設
契約担当役校長 大澤 靖治
（CAD/CAMシステム）
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

平成24年2月3日

東海職業能力開発大学校
新科立上げに係る施設改修に伴うリース機器の移設
契約担当役校長 大澤 靖治
（電子計算機システム）
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

平成24年2月3日

訓練用機器（電気工事実習作業板）の購入

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 高石 勝
愛知県名古屋市中区錦1-16-20

愛知職業訓練支援センター（中部職業能力開
グリーンビル５階北側原状回復及び单側レイアウト 発促進センター）
変更作業（名古屋事務所）
契約担当役所長 高石 勝
愛知県名古屋市中区錦1-16-20

リース機器の移設であり、リース業者が
代表取締役 村木 隆信 指定する同社以外は履行できないことか
（株）トヨタケーラ
名古屋市中区錦１－１９ ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
ム
－２４
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。
代表取締役社長 栗木
リース機器の移設であり、リース業者が
康幸
指定する同社以外は履行できないことか
東京エレクトロンデ
横浜市神奈川区金港町１ ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
バイス（株）
－４ 横浜イーストスク 質又は目的が競争を許さないとき）に該
エア
当するため。

一般競争入札後不落随契

平成24年1月13日

（株）サンエス

代表取締役 原田 昌彦 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
名古屋市西区中小田井５ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－３８２
するため。

－

1,249,500

－

平成24年2月10日

グリーンビルの館内規則記６において、
構造上影響のある模様替え及び設備に関
執行役員支店長 西山
する変更・修繕については、ビル指定の
（株）竹中工務店名 正直
業者が施行することになっていることか
古屋支店
名古屋市中区錦１－１８
ら、会計規程第６７条第１号（契約の性
－２２
質又は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

－

5,565,000

－

－

1,890,000

－

一般競争入札後不落随契

－

1,898,400

－

一般競争入札後不落随契

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）小森安全機研 代表取締役 小森 明彦
６０万円を超えない物件の購入）に該当
究所
越谷市登戸町１９－１４
するため。

－

1,034,250

－

一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 野村 章
会計規程第６８条第１項（競争に付して
横浜市保土ヶ谷区仏向町 も入札者がないとき又は再度の入札に付
８３４番地の２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

－

1,921,500

－

一般競争入札後の不落随意契約であり、
取締役社長 飯田 哲郎 会計規程第６８条第１項（競争に付して
名古屋市港区小碓１－１ 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。
一般競争入札後の不落随意契約であり、
代表取締役 野村 章
会計規程第６８条第１項（競争に付して
横浜市保土ヶ谷区仏向町 も入札者がないとき又は再度の入札に付
８３４－２
しても落札者がないとき）に該当するた
め。

訓練用機器（プレスブレーキ２台安全対策業務
（レーザー式安全装置購入・取付）一式）の購入

三重職業訓練支援センター（三重職業能力開
発促進センター）
契約担当役所長 内田 修一
三重県四日市市西日野町4691

平成24年1月17日

訓練用機器（インバータ実験装置一式）の購入

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

平成23年12月22日 穂高電子（株）

訓練用機器（プレスブレーキ用安全装置）の購入

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

平成23年10月6日

訓練用機器（インバータ実習装置）の購入

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

平成23年12月26日 穂高電子（株）

訓練用機器（ミニＦＡ実習装置）の購入

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

平成24年2月14日

所長 坂本 直樹
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
関東物産（株）大阪
大阪市西区江戸堀１丁目 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
26番20号
するため。

－

1,230,600

－

防災設備実習装置及び空調設備機器の購入

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24年3月1日

中西電機（株）

代表取締役 中西 章
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
高松市花ノ宮町１丁目９ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番２５号
するため。

－

869,400

－

訓練用機器（シーケンス制御装置）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24年3月19日

中西電機（株）

代表取締役 中西 章
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
高松市花ノ宮町１丁目９ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
番２５号
するため。

－

997,500

－

名古屋酸素（株）

一般競争入札後不落随契

訓練用機器（チャックハンドルインターロック一
式）の購入

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

平成24年2月3日

関東物産㈱
大阪営業所

所長 坂本直樹
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
大阪市西区江戸堀１丁目 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
２６番２０号
するため。

－

1,480,500

－

訓練用機器（ＡＭ－ＦＭ実験装置）の購入

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 杉本 博
高知県香单市野市町西野1595-1

平成24年2月9日

所長 市原道章
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
日本測器（株）四国
松山市松前町１丁目３番 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
１５号
するため。

－

1,330,350

－

学校案内等作成業務

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 杉本 博
高知県香单市野市町西野1595-1

平成24年3月19日

（株）伸光堂

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 森本幸夫
５０万円を超えない工事若しくは製造）
高知市神田６３８－２４
に該当するため。

－

1,480,815

－

福岡事務所の借上げ

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23年11月25日

企画競争により選定した相手方と契約す
代表取締役 増本 徹雄
（株）オフィスネッ
るものであり、会計規程第６７条第１号
福岡市博多区博多駅前３
トワーク
（契約の性質又は目的が競争を許さない
丁目２３番１７号
とき）に該当するため。

－

5,393,112

－

訓練用機器（電力設備管理実習機器他）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23年12月27日

アイティープロ
（株）

代表取締役 斉藤 淳一 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
八代市千反町２丁目１１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
号３番地
するため。

－

1,439,550

－

平成23年12月28日 三協興業（株）

代表取締役 小松 隆広 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市戸畑区元宮町８ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－１１
するため。

－

1,470,000

－

九州職業能力開発大学校
訓練用機器（センサおよびセンサ実習装置）の購入 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（電気工事パネル他）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24年1月12日

支店長 別所 健治
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
（株）清和ビジネス
北九州市小倉北区堺町１ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
北九州支店
－２－１６
するため。

－

1,134,000

－

訓練用機器（電設資材及び電設工具）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24年1月16日

（株）山電

代表取締役 竹下 博
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市八幡西区割子川 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
二丁目１５番３４号
するため。

－

1,447,950

－

九州職業能力開発大学校
訓練用機器（プリント基板製作用エッチング装置）
契約担当役校長 末岡 淳男
の購入
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

平成24年1月19日

所長 花田 廣実
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
関東物産（株）福岡
福岡市中央区天神４丁目 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
１番１８号
するため。

－

1,554,000

－

九州職業能力開発大学校
訓練用機器（チュートリアルＲＦＣセット）の購入 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24年1月19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。

－

1,236,900

－

訓練用機器（シリーズ直流電源）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24年1月19日

所長 佐藤 明
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
日本電計（株）福岡 福岡市博多区博多駅单１
６０万円を超えない物件の購入）に該当
営業所
－３－１日本生命博多单
するため。
ビル５階

－

1,249,500

－

訓練用機器（色彩計測システム一式）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24年1月23日

（株）水上計測

代表取締役 水上 義兼 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市八幡東区西本町 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
三丁目２－１２
するため。

－

1,589,280

－

訓練用機器（ビデオ教材作成システム）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24年1月24日

隆電社

代表 島村 隆男
会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市小倉北区中井４ ６０万円を超えない物件の購入）に該当
－５－１ ２０８
するため。

－

1,571,800

－

九州職業能力開発大学校
訓練用機器（ノートパソコン、プロジェクター、施
契約担当役校長 末岡 淳男
工写真集積装置）の購入
福岡県北九州市小倉单区志井1665-1

平成24年2月6日

（株）フジモト

代表取締役 尾畑 一仁 会計規程第６７条第６号（予定価格が１
北九州市小倉北区西港町 ６０万円を超えない物件の購入）に該当
６１－１５
するため。

－

1,599,533

－

平成24年1月31日

一般競争入札後の不落随契であり、会計
所長 花田 廣実
関東物産（株）福岡
規程第６８条第１項（競争に付しても入
福岡市天神４丁目１番１
営業所
札者がないとき又は再度の入札に付して
８号
も落札者がないとき）に該当するため。

－

1,155,000

－

訓練用機器（卓上型電気炉１台）の購入

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

一般競争入札後不落随契

職業訓練用教材（鋼管（白）ほか１４９件）の購入

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12月5日

職員用パソコン（１０台）一式の購入

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

訓練受講者募集パンフレット作成業務

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。

－

1,122,030

－

平成23年12月13日 （株）アイコック

会計規程第６７条第６号（予定価格が１
代表取締役 西邉 敏昭
６０万円を超えない物件の購入）に該当
諫早市津久葉町６－４１
するため。

－

1,047,900

－

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12月19日 第一印刷（株）

会計規程第６７条第６号（予定価格が２
代表取締役 川原 博司
５０万円を超えない工事若しくは製造）
大村市協和町７７４－１
に該当するため。

－

1,112,475

－

訓練用機器（半自動溶接機３台外）の購入

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

平成24年1月13日

（株）大興

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。

－

1,449,000

－

ＰＣＢ廃棄物処理業務

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

光和精山（株）

取締役営業部長 吉松未
知郎
北九州市戸畑区飛幡町２
番２号

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。

－

2,514,750

－

複合機（モノクロ）2台外購入、保守及び廃棄一式

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2月3日

（株）古城

2回の入札に付すも不落となったため、応
札時の最低価格提示業者から見積書を徴
収し、その見積書をもって入札・契約手
代表取締役 古城一
続運営委員会を開催し、同委員の承諾を
大分市長浜町１－２－１ 得た上で随意契約とした。会計規程第６
８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。

－

2,271,850

－

訓練用機器（電力管理実習装置一式）の購入

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1月25日

九州計測器（株）

一般競争入札後の不落随契であり、会計
代表取締役 岩倉 弘隆
規程第６８条第１項（競争に付しても入
福岡市博多区山王１－６
札者がないとき又は再度の入札に付して
－１８
も落札者がないとき）に該当するため。

－

6,720,000

－

訓練用器工具の購入

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

平成24年2月17日

(株）三虎

代表取締役 新屋敷
樹
浦添市西原5-2-12

幸 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。

－

1,164,450

－

ご案内他の制作業務（印刷）

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24年2月6日

ワシュウ印刷(株)

代表取締役 熊本健治
会計規程第６７条第６号（予定価格が２
岡山市单区当新田３８１ ５０万円を超えない工事若しくは製造）
－３
に該当するため。

－

1,150,800

－

平成24年3月5日

一般競争入札後不落随契

