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秋田職業能力開発短期大学校本館・学生寮空調
設備（熱源）改修工事設計監理業務
秋田県大館市字扇田道下６－１
設計期間　平成28年5月18日～平成28年9月7日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日
（株）八洲建築設計
事務所

8420001002160
代表取締役　鈴木　雄二
青森県青森市松原３－１
４－１３

一般競争入札 - 4,320,000 -
　
　

青森職業能力開発短期大学校Ａ棟空調設備（熱
源）改修工事設計監理業務
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
設計期間　平成28年5月18日～平成28年9月16日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日 （株）青和設計 3420001008047
代表取締役　舘山　良子
青森県五所川原市字鎌谷
町９１－２０

一般競争入札 - 1,425,600 -
　
　

関東職業能力開発大学校屋根等及び耐震改修工
事設計監理業務
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
設計期間　平成28年5月18日～平成28年9月16日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日 （株）池澤設計 2060002001063
代表取締役　池澤　達夫
栃木県宇都宮市北若松原
２－１１－１９

一般競争入札 - 3,780,000 -
　
　

福岡職業能力開発促進センター屋根等改修工事
設計監理業務
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
設計期間　平成28年5月18日～平成28年8月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日
アトリエＢＢＳ
（株）

9290001019829

代表取締役社長　原　恵
子
福岡県福岡市博多区美野
島２－１－３１

一般競争入札 - 3,456,000 -
　
　

近畿職業能力開発大学校屋根等改修工事設計監
理業務
大阪府岸和田市稲葉町１７７８
設計期間　平成28年5月18日～平成28年8月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日
コンストラクション
インベストメントマ
ネジャーズ（株）

5120001111309

代表取締役　中西　基晴
大阪府大阪市中央区内本
町２－４－７大阪Ｕ２ビ
ル８階

一般競争入札 - 3,412,800 -
　
　

荒尾訓練センター屋根等改修工事設計監理業務
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９
設計期間　平成28年5月18日～平成28年8月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日
（有）松本一平建築
設計事務所

4330002021940
代表取締役　松本　一平
熊本県荒尾市増永７５７
－８

一般競争入札 - 4,568,400 -
　
　

九州職業能力開発大学校屋根等改修工事設計監
理業務
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
設計期間　平成28年5月18日～平成28年8月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日 （株）全診研 2290001034289

代表取締役　打越　富美
代
福岡県福岡市博多区吉塚
３－３０－１メゾン・
ド・ソレイユ１０３号

一般競争入札 - 4,104,000 -
　
　

米子訓練センター受変電設備（動力盤等）改修
工事設計監理業務
鳥取県米子市古豊千５２０
設計期間　平成28年5月18日～平成28年8月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月17日 （株）桑本総合設計 8270001003224
代表取締役　浦川　英敏
鳥取県米子市皆生６－１
－２５

一般競争入札 - 2,160,000 -
　
　

宮崎障害者職業センター空調設備等改修工事設
計監理業務
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７
設計期間　平成28年5月19日～平成28年9月16日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月18日 オーツ設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

代表者　大津　数夫
宮崎県延岡市愛宕町２－
３－７

一般競争入札 - 2,084,400 -
　
　

いわき訓練センター屋根等改修工事設計監理業
務
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
設計期間　平成28年5月20日～平成28年9月2日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月19日 （株）山口設計 7380001017924
代表取締役　山口　一男
福島県耶麻郡猪苗代町字
津金沢５４

一般競争入札 - 3,121,200 -
　
　

山口障害者職業センター空調設備等改修工事設
計監理業務
山口県防府市岡村町３－１
設計期間　平成28年6月16日～平成28年10月14日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年6月15日 （株）サクシード 9250001014024
代表取締役　本山　隆造
山口県防府市勝間３－１
２－４５

一般競争入札 - 1,749,600 -
　
　

長崎職業能力開発促進センター実習場建替その
他工事設計業務
長崎県諫早市小船越町１１１３
設計期間　平成28年6月21日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年6月20日
（株）阿波設計事務
所

7120001037196
代表取締役　瀬尾　忠治
大阪府大阪市浪速区元町
２－２－１２

一般競争入札 - 21,600,000 -
　
　

船橋第１・第２宿舎外壁・屋上防水等改修工事
千葉県船橋市夏見２丁目３４
工期　平成28年6月24日～平成28年11月4日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年6月23日
（株）ウベハウス東
日本

2070001006269
代表取締役　反町　晴美
群馬県高崎市神保町１６
６５－１反町ビル６

一般競争入札 31,881,600 21,211,200 66.5%
　
　

東北職業能力開発大学校７号館空調設備改修工
事設計監理業務
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
設計期間　平成28年6月29日～平成28年10月12日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年6月28日
（株）構建築設計事
務所

1370001007964
代表取締役　徳田　伸治
宮城県仙台市青葉区上杉
２丁目４－４６

一般競争入札 - 6,458,400 -
　
　

徳島職業能力開発促進センター実習場建替その
他建築工事
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
工期　平成28年7月9日～平成29年11月30日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年7月8日 （株）姫野組 8480001002592
代表取締役　日野　利治
徳島県徳島市佐古八番町
５－７

一般競争入札 616,680,000 531,360,000 86.2%
　
　

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

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
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(b)
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備　　　　考
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徳島職業能力開発促進センター実習場建替その
他電気設備工事
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
工期　平成28年7月9日～平成29年11月30日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年7月8日 西野電機工業（株） 6480001001662
代表取締役　西野　公夫
徳島県徳島市北田宮２－
１４－５２

一般競争入札 139,320,000 90,396,000 64.9%
　
　

徳島職業能力開発促進センター実習場建替その
他機械設備工事
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
工期　平成28年7月9日～平成29年6月20日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年7月8日 （株）アクセル徳島 6480001000144
代表取締役　中野　茂
徳島県徳島市南前川町５
－１－１

一般競争入札 67,996,800 51,656,400 76.0%
　
　

徳島職業能力開発促進センター実習場建替その
他昇降機設備工事
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
工期　平成28年7月9日～平成29年6月20日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年7月8日
日本オーチス・エレ
ベータ（株）西日本
支社

9010001075825
支社長　黒田　昌行
大阪府大阪市中央区城見
２－１－６１

一般競争入札 11,502,000 9,082,800 79.0%
　
　

雇用促進住宅竜田宿舎１号棟取壊し工事設計監
理業務
熊本県熊本市龍田８丁目１６番
設計期間　平成28年8月13日～平成28年10月28日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年8月12日
（有）松本一平建築
設計事務所

4330002021940
代表取締役　松本　一平
熊本県荒尾市増永７５７
－８

一般競争入札 - 1,360,800 -
　
　

熊本職業能力開発促進センター震災復旧工事設
計監理業務
熊本県合志市須屋２５０５－３
設計期間　平成28年9月10日～平成28年12月9日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年9月9日
アトリエＢＢＳ
（株）

9290001019829

代表取締役社長　原　恵
子
福岡県福岡市博多区美野
島２－１－３１

一般競争入札 - 6,804,000 -
　
　

障害者職業総合センター特定天井落下防止対策
工事
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３
工期　平成28年9月10日～平成29年2月9日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年9月9日 日幸建設（株） 6040001007357
代表取締役　宍倉　幸信
千葉県千葉市中央区登戸
１－２３－４

一般競争入札 69,109,200 63,612,000 92.0%
　
　

長崎職業能力開発促進センター実習場建替その
他工事地盤調査業務
長崎県諫早市小船越町１１１３
設計期間　平成28年9月30日～平成28年11月4日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年9月29日 （株）ウヱノ 7310001000192
代表取締役　上野　英剛
長崎県長崎市宿町１６３
－６

一般競争入札 - 4,082,400 -
　
　

いわき訓練センター屋根等改修工事
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
工期　平成28年10月25日～平成29年3月10日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年10月24日 （株）不二代建設 8380001013757

代表取締役社長　白岩
不二男
福島県いわき市内郷宮町
１５４－５

一般競争入札 51,667,200 48,600,000 94.1%
　
　

宮崎障害者職業センター空調設備等改修工事
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７
工期　平成28年10月28日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年10月27日 （株）興洋 3350001006768
代表取締役　土居　洋祐
宮崎県延岡市長浜町１－
１７９５

一般競争入札 23,565,600 20,390,400 86.5%
　
　

米子訓練センター受変電設備（動力盤等）改修
工事
鳥取県米子市古豊千５２０
工期　平成28年10月29日～平成29年3月14日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年10月28日 （株）ホクシン 8270001003562
代表取締役　濱田　修
鳥取県米子市夜見町３０
７９－１７

一般競争入札 41,158,800 35,640,000 86.6%
　
　

秋田職業能力開発促進センター公共下水道接続
工事
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３
工期　平成28年10月29日～平成29年2月28日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年10月28日 （株）橋本工務店 7410001004101
代表取締役　橋本　大作
秋田県男鹿市船越字前野
１１５－２２

一般競争入札 11,329,200 10,476,000 92.5%
　
　

旭川訓練センター屋根等改修工事設計監理業務
北海道旭川市永山８条２０丁目１０９
設計期間　平成28年11月2日～平成29年3月15日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月1日
（株）中原建築設計
事務所

9450001002256
代表取締役　中澤　光夫
北海道旭川市本町１－８
４０－７

一般競争入札 - 3,888,000 -
　
　

秋田職業能力開発短期大学校本館・学生寮空調
設備（熱源）改修工事
秋田県大館市字扇田道下６－１
工期　平成28年11月8日～平成29年3月14日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月7日 大館桂工業（株） 4410001005936
代表取締役　中田　直文
秋田県大館市御成町３－
７－１７

一般競争入札 62,812,800 53,352,000 84.9%
　
　

奈良職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他建築工事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成28年11月14日～平成30年3月13日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月9日 コーナン建設（株） 9120001055270
代表取締役　原　眞一
大阪府大阪市淀川区野中
北２－１１－１５

一般競争入札 627,264,000 610,200,000 97.3%
　
　

奈良職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他機械設備工事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成28年11月14日～平成29年10月27日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月9日 （株）博電工業 9150001010850
代表取締役　山口　照博
奈良県橿原市光陽町２７
５

一般競争入札 85,795,200 58,806,000 68.5%
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奈良職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他電気設備工事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成28年11月14日～平成30年3月13日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月9日 伊藤電気（株） 2120001016832
代表取締役　伊藤　芳匡
大阪府大阪市平野区加美
北２－３－１０

一般競争入札 130,680,000 86,292,000 66.0%
　
　

奈良職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他昇降機設備工事
奈良県橿原市城殿町４３３
工期　平成28年11月14日～平成29年10月27日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月9日
フジテック（株）近
畿統括本部

3160001009212

執行役員近畿統括本部長
荒木　麻美
大阪府茨木市庄１－２８
－１０

一般競争入札 13,014,000 11,340,000 87.1%
　
　

近畿職業能力開発大学校屋根等改修工事
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期　平成28年11月12日～平成29年3月28日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月11日 大勝建設（株） 3120001018002
代表取締役　脇坂　育男
大阪府大阪市生野区中川
西１－８－４

一般競争入札 41,083,200 36,720,000 89.4%
　
　

山口障害者職業センター空調設備等改修工事
山口県防府市岡村町３－１
工期　平成28年11月12日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月11日 三起設備総業（株） 1250001002003

代表取締役　長沼　志磨
子
山口県防府市自由ヶ丘１
－５－４０

一般競争入札 19,321,200 19,288,800 99.8%
　
　

荒尾訓練センター屋根等改修工事
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９
工期　平成28年11月18日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月17日 梅原建設（株） 4290001048436
代表取締役　梅原　英二
福岡県久留米市本町１５
－２５

一般競争入札 82,782,000 66,204,000 80.0%
　
　

関東職業能力開発大学校屋根等及び耐震改修工
事
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　平成28年11月18日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月17日
（株）乃木鈴建設産
業

2060001014743
代表取締役　鈴木　隆之
栃木県小山市西城南３－
１－２８

一般競争入札 96,746,400 80,676,000 83.4%
　
　

青森職業能力開発短期大学校Ａ棟空調設備（熱
源）改修工事
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
工期　平成28年11月19日～平成29年3月17日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月18日 （株）丸英でんき 7420001008134
代表取締役　飛嶋　響
青森県五所川原市字末広
町３０－４３

一般競争入札 20,185,200 17,820,000 88.3%
　
　

九州職業能力開発大学校屋根等改修工事
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
工期　平成28年11月26日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月25日 （株）石田組 6290801000263
代表取締役　白石　陽一
福岡県北九州市小倉北区
井堀４－１０－２

一般競争入札 80,697,600 66,420,000 82.3%
　
　

福岡職業能力開発促進センター屋根等改修工事
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
工期　平成28年11月29日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月28日 （株）中村建設 6290001045646
代表取締役　中村　巧
福岡県飯塚市伊岐須字焼
筒尾５６３－１４

一般競争入札 75,826,800 54,540,000 71.9%
　
　

東北職業能力開発大学校７号館空調設備改修工
事
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成28年11月30日～平成29年3月31日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月29日
（株）サンプラント
仙台支店

7010001045235
支店長　千葉　俊浩
宮城県仙台市青葉区一番
町３－３－５

一般競争入札 127,872,000 115,560,000 90.4%
　
　

雇用促進住宅竜田宿舎１号棟取壊し工事
熊本県熊本市龍田８丁目１６番
工期　平成29年2月4日～平成29年8月4日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成29年2月3日 （株）長吉組 5290001053971

代表取締役　長谷　洋一
郎
福岡県大牟田市大黒町２
－１９－４

一般競争入札 94,143,600 86,940,000 92.3%
　
　

障害者職業総合センター屋根等改修工事設計監
理業務
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３
設計期間　平成29年3月22日～平成29年6月21日

契約担当役理事
大津賀　久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成29年3月21日
（株）綜企画設計千
葉支店

8010001078721
支店長　大石　武志
千葉県千葉市中央区新宿
２－２－２

一般競争入札 - 2,678,400 -
　
　

第３実習場等空調設備更新工事（旭川訓練セン
ター）
北海道旭川市永山８条２０－３－１
工期　平成28年12月14日～平成29年3月28日

契約担当役支部長
下町　弘和
旭川訓練センター
旭川市永山八条２０－３－１

平成28年12月12日
エーピーテクノ
（株）

4450001000561
代表取締役　大場　久光
旭川市神楽岡１２条６丁
目３番１７号

一般競争入札 22,615,200 19,310,400 85.4%
　
　

機械Ａ・Ｂ教室照明ＬＥＤ改修工事（旭川訓練
センター）
北海道旭川市永山８条２０‐３-１
工期　平成29年2月22日～平成29年3月28日

契約担当役支部長
下町　弘和
旭川訓練センター
旭川市永山八条２０－３－１

平成29年2月21日 新栄電設（株） 2450001001462

代表取締役社長　森　洋
一
旭川市永山６条２１丁目
４番１０号

一般競争入札 2,451,600 1,456,920 59.4%
　
　

屋根等改修その他工事（釧路訓練センター）
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
工期　平成29年2月14日～平成29年3月30日

契約担当役支部長
下町　弘和
釧路訓練センター
釧路市大楽毛南４－５－５７

平成29年2月13日 日向建設（株） 8460001001308
代表取締役　渋谷　則道
北海道釧路市川上町１０
丁目２番地２

一般競争入札 3,346,749 3,024,000 90.4%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

法人番号

本館等空調設備更新工事（函館訓練センター）
北海道函館市日吉町３－２３－１
工期　平成28年9月17日～平成28年12月16日

契約担当役支部長
下町　弘和
函館訓練センター
函館市日吉町３－２３－１

平成28年9月16日 昭栄設備工業（株） 5440001000883
代表取締役　村田　信吾
北海道函館市美原３丁目
３８番３１号

一般競争入札 9,189,720 7,970,400 86.7%
　
　

テクニカルオペレーション科教室空調設備更新
工事（青森職業能力開発促進センター）
青森県青森市中央３丁目２０－２
工期　平成28年9月17日～平成28年11月18日

契約担当役支部長
斎藤　茂
青森職業能力開発促進センター
青森県青森市中央３－２０－２

平成28年9月16日 シンエー空調（株） 8420001001063
代表取締役　伊藤　健
青森県青森市第二問屋町
３丁目２２番９号

一般競争入札 1,866,215 1,296,000 69.4%
　
　

実習棟外壁及び屋根等改修工事設計監理業務
（青森職業能力開発促進センター）
青森県青森市中央３丁目２０－２
設計期間　平成28年10月13日～平成29年3月3日

契約担当役支部長
斎藤　茂
青森職業能力開発促進センター
青森県青森市中央３－２０－２

平成28年10月13日
（株）平塚建築設計
事務所

4420001001769
代表取締役　平塚　勝
青森市篠田３－２３－８

一般競争入札 - 3,024,000 -
　
　

実習場扉改修工事（青森短大）
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
工期　平成28年10月8日～平成29年1月27日

契約担当役支部長
斎藤　茂
青森職業能力開発短期大学校
青森県五所川原市飯詰狐野１７１－
２

平成28年10月7日 （株）上見建設 9420001008033
代表取締役　上見　研悟
青森県五所川原市大字長
富字竹崎２１番地の２５

一般競争入札 1,725,840 1,725,840 100.0%
　
　

鶴ヶ谷東職員宿舎解体・取壊工事（宮城支部）
宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東２－１０－６
工期　平成28年9月8日～平成28年10月11日

契約担当役支部長
木村　富男
宮城支部
宮城県多賀城市明月２－２－１

平成28年9月7日 （株）伊澤工業 9370001001522
代表取締役　伊澤　公一
宮城県仙台市太白区中田
町字杉ノ下１－２４

一般競争入札 2,605,773 2,326,320 89.3%
　
　

庇アルミパネル、トップライト改修、ＦＦ式石
油暖房機設置工事設計監理業務(宮城職業能力開
発促進センター)
宮城県多賀城市明月２－２－１
設計期間　平成28年6月10日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
木村　富男
宮城職業能力開発促進センター
宮城県多賀城市明月２－２－１

平成28年6月10日
（株）三輝設計事務
所

3210001014388

代表取締役社長　森下
篤郎
福井県福井市和田１－４
－１０

一般競争入札 - 831,600 -
　
　

ＦＦ式石油温風暖房機設置工事（宮城職業能力
開発促進センター）
宮城県名取市植松字錦田１１０
工期　平成28年10月22日～平成29年2月21日

契約担当役支部長
木村　富男
宮城職業能力開発促進センター
宮城県多賀城市明月２－２－１

平成28年10月21日 東水工業（株） 6370001003661
代表取締役　大友　満治
宮城県仙台市若林区沖野
３－１－６

一般競争入札 4,868,991 4,104,000 84.3%
　
　

１号館他改修工事（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成28年6月29日～平成28年10月14日

契約担当役支部長
木村　富男
東北職業能力開発大学校
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成28年6月28日 宮城相扶（株） 2370001011073

代表取締役社長　鈴木
泰弘
宮城県仙台市青葉区立町
２７－２１

一般競争入札 21,589,200 19,224,000 89.0%
　
　

排水設備・更新工事（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成28年6月29日～平成28年10月14日

契約担当役支部長
木村　富男
東北職業能力開発大学校
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成28年6月28日 近藤設備（株） 9400001006492

代表取締役社長　近藤
正彦
岩手県和賀郡和賀町沢内
字猿橋３３－５０

一般競争入札 47,163,600 41,040,000 87.0%
　
　

学生寮給湯設備改修工事設計監理業務（東北能
開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
設計期間　平成28年7月28日～平成28年10月27日

契約担当役支部長
木村　富男
東北職業能力開発大学校
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成28年7月27日
（株）構建築設計事
務所

1370001007964
代表取締役　徳田　伸治
宮城県仙台市青葉区上杉
２－４－４６

一般競争入札 - 1,404,000 -
　
　

４号館フライスコーナー床改修工事設計監理業
務（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
設計期間　平成28年9月29日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
木村　富男
東北職業能力開発大学校
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成28年9月28日
（株）三輝設計事務
所

3210001014388

代表取締役社長　森下
篤郎
福井県福井市和田１－４
－１０

一般競争入札 - 811,620 -
　
　

学生寮給湯設備改修工事（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　平成28年12月17日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
木村　富男
東北職業能力開発大学校
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６

平成28年12月16日
ダイダン（株）東北
支店

6120001045084
支店長　平間　浩
宮城県仙台市青葉区一番
町１－１５－１７

一般競争入札 21,740,400 15,660,000 72.0%
　
　

４号棟２階床補強その他工事（秋田職業能力開
発促進センター）
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３
工期　平成28年9月29日～平成28年12月26日

契約担当役支部長
菊地　義次
秋田職業能力開発促進センター
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

平成28年9月28日 山建開発（株） 4410001002561
代表取締役　山内　智博
秋田県秋田市横森五丁目
２１－９

一般競争入札 2,401,521 2,365,200 98.5%
　
　

エアコン更新工事（秋田短大）
秋田県大館市字扇田道下６－１
工期　平成28年9月7日～平成28年10月31日

契約担当役支部長
菊地　義次
秋田職業能力開発短期大学校
秋田県大館市扇田道下６－１

平成28年9月6日 大館桂工業（株） 4410001005936
代表取締役　中田　直文
秋田県大館市御成町３－
７－１７

一般競争入札 8,982,519 8,856,000 98.6%
　
　

２号職員宿舎解体・取壊し工事（秋田短大）
秋田県大館市有浦２丁目３－４１－１２
工期　平成28年10月22日～平成29年1月13日

契約担当役支部長
菊地　義次
秋田職業能力開発短期大学校
秋田県大館市扇田道下６－１

平成28年10月21日 （株）伊藤羽州建設 9410001005923
代表取締役　石山　清武
秋田県大館市字水前門７
５－４

一般競争入札 3,318,324 3,240,000 97.6%
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１号棟屋根塗装及び内装改修工事設計監理業務
（福島職業能力開発促進センター）
福島県福島市三河北町７－１４
設計期間　平成28年6月11日～平成28年8月10日

契約担当役支部長
小松　正典
福島職業能力開発促進センター
福島県福島市三河北町７－１４

平成28年6月10日 （株）山口設計 7380001017924
代表取締役　山口　一男
福島県耶麻郡猪苗代町字
津金沢５４番地

一般競争入札 - 583,200 -
　
　

１号棟屋根塗装及び内装改修工事（福島職業能
力開発促進センター）
福島県福島市三河北町７－１４
工期　平成28年9月10日～平成28年10月31日

契約担当役支部長
小松　正典
福島職業能力開発促進センター
福島県福島市三河北町７－１４

平成28年9月9日 （株）郡山塗装 7380001005210
代表取締役　佐藤　隆
福島県郡山市喜久田町卸
三丁目３８番１号

一般競争入札 8,057,880 5,022,000 62.3%
　
　

実習場屋根改修及びエアコン（個別）・電気温
水器設置工事設計監理業務（いわき訓練セン
ター）
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
設計期間　平成28年8月5日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
小松　正典
いわき訓練センター
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

平成28年8月4日
（株）三輝設計事務
所

3210001014388
代表取締役　森下　篤郎
福井県福井市和田一丁目
４番１０号

一般競争入札 - 1,380,780 -
　
　

実習場屋根改修及びエアコン（個別）・電気温
水器設置工事（いわき訓練センター）
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
工期　平成28年11月3日～平成29年3月17日

契約担当役支部長
小松　正典
いわき訓練センター
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

平成28年11月2日
（株）いわきエアコ
ン

6380001012249
代表取締役　遠藤　秀雄
福島県いわき市平泉崎字
砂田４８番地の１

一般競争入札 15,327,851 14,601,600 95.3%
　
　

いわき市に返還する借地の一部の法面工事（い
わき訓練センター）
福島県いわき市内郷綴町字舟場１－１
工期　平成28年12月22日～平成29年3月17日

契約担当役支部長
小松　正典
いわき訓練センター
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

平成28年12月21日 （株）不二代建設 8380001013757

代表取締役　白岩　不二
男
いわき市内郷宮町代１５
４番地５

一般競争入札 5,342,760 5,292,000 99.0%
　
　

耐震改修、実習場シャッター更新・網戸設置等
工事（会津訓練センター）
福島県会津若松市神指町大字南四合字深川西２
９２
工期　平成28年12月23日～平成29年3月17日

契約担当役支部長
小松　正典
会津訓練センター
福島県会津若松市神指町大字南四合
字深川西２９２

平成28年12月22日 木村建設（株） 4380001017381

代表取締役　五十嵐　昌
江
福島県会津若松市徒之町
４番１２号

一般競争入札 22,331,160 17,712,000 79.3%
　
　

職業準備支援室棟屋根塗装及び事務所棟外壁劣
化部補修等その他工事（茨城障害者職業セン
ター）
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６
工期　平成28年11月18日～平成29年2月24日

契約担当役支部長
永野　朝子
茨城障害者職業センター
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６

平成28年11月17日 （株）塚本建装 3050001015915
代表取締役　塚本　哲生
茨城県つくば市上ノ室３
８３－１

一般競争入札 5,209,920 2,803,680 53.8%
　
　

２号棟改修工事（栃木職業能力開発促進セン
ター）
栃木県宇都宮市若草１－４－２３
工期　平成28年11月15日～平成29年1月30日

契約担当役支部長
中村　和彦
栃木職業能力開発促進センター
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

平成28年11月14日 柴田工業（株） 5060001002191
代表取締役　柴田　昌則
宇都宮市駒生町８０５－
３

一般競争入札 6,387,822 5,238,000 82.0%
　
　

体育館照明設備改修工事一式（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　平成28年8月2日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
中村　和彦
関東職業能力開発大学校
栃木県小山市横倉三竹６１２－１

平成28年8月1日 大東電機（株） 6060001020795
代表取締役　大澤　孝司
栃木県佐野市田沼町４２
７番地２

一般競争入札 8,082,720 4,158,000 51.4%
　
　

実習棟及び体育館棟屋根改修工事設計監理業務
（群馬職業能力開発促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
設計期間　平成28年7月22日～平成28年10月7日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成28年7月21日 （株）勝山工務所 3070001000592
代表取締役　小林　幹昌
群馬県前橋市上小出町２
－３９－１２

一般競争入札 - 2,268,000 -
　
　

本館棟３０２室他改修工事（群馬職業能力開発
促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成28年9月30日～平成28年10月25日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成28年9月29日 信澤工業（株） 6070001008047
代表取締役　信澤　裕
群馬県高崎市旭町１８番
地

一般競争入札 2,056,572 1,944,000 94.5%
　
　

実習棟及び体育館棟屋根改修工事（群馬職業能
力開発促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成28年12月2日～平成29年3月2日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成28年12月1日 上毛産業（株） 8070001007113
代表取締役　堀内　松美
群馬県高崎市東貝沢町３
丁目３４－７

一般競争入札 35,769,600 24,624,000 68.8%
　
　

本館棟ロビー改修工事（群馬職業能力開発促進
センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成29年2月25日～平成29年3月28日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成29年2月24日 関口廣建設（株） 7070001012460
代表取締役　関口　貴久
群馬県藤岡市篠塚５４７
－１

一般競争入札 2,469,625 2,268,000 91.8%
　
　

電話交換機等更新工事（群馬職業能力開発促進
センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成29年2月25日～平成29年3月28日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成29年2月24日
三峰電気（株）北関
東支店

3010401011641
支店長　新川　徳夫
群馬県高崎市岩押町１６
番１３号

一般競争入札 6,182,665 1,944,000 31.4%
　
　

食堂トイレ他改修工事（群馬職業能力開発促進
センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期　平成29年3月10日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
大西　章博
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

平成29年3月10日 関口廣建設（株） 7070001012460
代表取締役　関口　貴久
群馬県藤岡市篠塚５４７
－１

一般競争入札 7,498,384 6,480,000 86.4%
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屋外埋設給水管等改修工事設計監理業務（埼玉
職業能力開発促進センター）
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８
設計期間　平成28年7月6日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
今若　修
埼玉職業能力開発促進センター
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８
－８

平成28年7月5日 （株）炬設計事務所 5011101004537

代表取締役　上島　進
東京都新宿区愛住町１８
－６　メゾン・ブラン
シュ２０２

一般競争入札 - 1,047,600 -
　
　

３号棟屋根・外壁改修工事（千葉職業能力開発
促進センター）
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４
工期　平成28年11月1日～平成29年2月14日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発促進センター
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

平成28年10月31日 大塚建工（株） 6040001001145
代表取締役　大塚　匡弘
千葉市若葉区若松町２２
４９番地

一般競争入札 4,457,160 3,542,400 79.5%
　
　

大ホール空調設備更新工事（君津訓練セン
ター）
千葉県君津市坂田４２８
工期　平成28年7月12日～平成28年9月27日

契約担当役支部長
原　寛志
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

平成28年7月11日 千葉東京冷機（株） 4040001004777

代表取締役　吉田　丈太
朗
千葉市中央区今井１－１
８－１５

一般競争入札 11,782,800 8,370,000 71.0%
　
　

平成２８年度吊り天井脱落対策工事（高度訓練
センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期　平成28年5月20日～平成29年2月28日

契約担当役支部長
原　寛志
高度訓練センター
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年5月20日 ヤマダ建設（株） 4040001052207
代表取締役　山田　房雄
千葉県君津市南子安７丁
目４番１０号

一般競争入札 107,125,200 80,546,400 75.2%
　
　

敷地の一部処分に係る更地化等工事（高度訓練
センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期　平成28年6月7日～平成28年8月31日

契約担当役支部長
原　寛志
高度訓練センター
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年6月6日 斉藤建設（有） 3040002066735

代表取締役　齊藤　美恵
子
千葉県木更津市新田２－
７－３３

一般競争入札 25,532,532 23,976,000 93.9%
　
　

自動火災報知設備更新等工事設計監理業務（高
度訓練センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
設計期間　平成28年7月9日～平成29年3月29日

契約担当役支部長
原　寛志
高度訓練センター
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年7月8日
（株）東建築設計事
務所

2010001009145
代表取締役　鈴木　元春
東京都千代田区飯田橋４
－７－１１

一般競争入札 - 3,672,000 -
　
　

自動火災報知設備更新等工事（高度訓練セン
ター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期　平成28年11月4日～平成29年3月15日

契約担当役支部長
原　寛志
高度訓練センター
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成28年11月2日 （株）大英電業社 9040001042987
代表取締役　小寺　眞澄
千葉県成田市花崎町７５
８番地４

一般競争入札 74,662,559 69,120,000 92.6%
　
　

和便器改修その他工事（高度訓練センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期　平成29年2月2日～平成29年3月30日

契約担当役支部長
原　寛志
高度訓練センター
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成29年2月1日 （株）協同清美 2020001030249
代表取締役　三澤　孝至
神奈川県横浜市保土ヶ谷
区今井町８５９

一般競争入札 4,578,660 4,261,680 93.1%
　
　

事務室等改修工事設計監理業務（千葉短大成田
校）
千葉県成田市並木町字大久保台２２１
設計期間　平成28年7月1日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成28年6月30日 （有）岡本建築設計 6040002002431

代表取締役　岡本　睦哲
千葉県千葉市中央区新千
葉２－９－９向陽ビル３
階

一般競争入札 - 840,240 -
　
　

屋根・外壁等改修その他工事（千葉短大成田
校）
千葉県成田市並木町字大久保台２２１
工期　平成28年9月13日～平成29年2月21日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成28年9月12日 大谷建設工業（株） 3040001062636
代表取締役　鈴木　孝
千葉県山武郡横芝光町横
芝９９５－１１１

一般競争入札 35,661,600 30,132,000 84.5%
　
　

トイレ改修その他工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期　平成28年10月12日～平成29年3月17日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成28年10月11日 神明建設（株） 3040001059228
代表取締役　神明　重美
千葉県茂原市箕輪８８－
２

一般競争入札 71,938,000 69,120,000 96.1%
　
　

実習場床塗装はがれ修繕工事（千葉短大成田
校）
千葉県成田市並木町字大久保台２２１
工期　平成28年10月18日～平成28年12月15日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成28年10月17日 白戸工業（株） 3040001003474
代表取締役　白戸　孝夫
千葉市中央区道場南２－
１２－１７

一般競争入札 2,388,960 1,661,040 69.5%
　
　

グラウンド更地化工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期　平成29年2月1日～平成29年7月10日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成29年1月31日
（株）コンクリート
診断センター東京支
店

8120001143852
東京支店長　中嶋　英信
東京都品川区北品川１－
８－１１

一般競争入札 119,267,671 89,640,000 75.2%
　
　

電話設備更新工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期　平成29年2月28日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
原　寛志
千葉職業能力開発短期大学校
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５

平成29年2月27日 八重洲電気（株） 7010001059391
代表取締役　三石　昇
東京都中央区新川２－１
２－１５

一般競争入札 6,345,657 1,716,120 27.0%
　
　

４号館・６号館の屋根、外壁等改修工事に係る
設計監理業務（職業大）
東京都小平市小川西町２－３２－１
設計期間　平成28年6月10日～平成28年9月26日

契約担当役校長
圓川　隆夫
職業能力開発総合大学校
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成28年6月9日
（株）東建築設計事
務所

2010001009145
代表取締役　鈴木　元春
東京都千代田区飯田橋４
－７－１１

一般競争入札 - 2,678,400 -
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平成２８年度４号館・６号館の屋根、外壁等改
修工事（職業大）
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　平成28年11月30日～平成29年3月30日

契約担当役校長
圓川　隆夫
職業能力開発総合大学校
東京都小平市小川西町２－３２－１

平成28年11月29日 村田建設（株） 1012701001010
代表取締役　村田　旭
東京都小平市小川町２－
２００１

一般競争入札 93,357,638 83,160,000 89.1%
　
　

希望ヶ丘職員宿舎物置屋根改修工事（関東職業
能力開発促進センター）
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地
工期　平成28年6月28日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
松中　孝二
関東職業能力開発促進センター
神奈川県横浜市旭区南希望が丘７８

平成28年6月27日 （株）鈴木屋根材 8020001010113
代表取締役　鈴木　健
神奈川県横浜市旭区上川
井町５３

一般競争入札 1,760,400 1,576,800 89.6%
　
　

本館高架水槽更新工事（関東職業能力開発促進
センター）
神奈川県横浜市旭区南希望ケ丘７８
工期　平成28年7月13日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
松中　孝二
関東職業能力開発促進センター
神奈川県横浜市旭区南希望が丘７８

平成28年7月12日
（株）神奈川保健事
業社

1020001025860
代表取締役　西之宮　優
神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町４番地１８

一般競争入札 3,726,000 3,164,400 84.9%
　
　

本館棟階段改修工事（新潟職業能力開発促進セ
ンター）
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　平成29年2月16日～平成29年3月24日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発促進センター
新潟県長岡市住吉３－１－１

平成29年2月15日 （株）池田組 2110001022088
代表取締役　池田　明彦
長岡市中島３－８－５

一般競争入札 2,942,764 1,976,400 67.2%
　
　

幹線設備改修工事（新潟短大）
新潟県新発田市新富町１－７－２１
工期　平成28年4月1日～平成28年7月31日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成28年4月1日 大進電業（株） 7110001012737
代表取締役　二瓶　雄司
新潟県新発田市佐々木１
８９５番地９

一般競争入札 5,907,600 5,832,000 98.7%
　
　

カラー舗装工事外設計監理業務（新潟短大）
新潟県新発田市新富町１－７－２１
設計期間　平成28年5月31日～平成28年7月14日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成28年5月30日 （株）タキザワ設計 8110001003132
代表取締役　滝沢　誠
新潟市中央区笹口３丁目
７番地１１

一般競争入札 - 2,877,120 -
　
　

集合宿舎外部改修工事設計監理業務（新潟短
大）
新潟県新発田市新富町３丁目１－２４
設計期間　平成28年6月11日～平成28年7月25日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成28年6月10日 （株）タキザワ設計 8110001003132
代表取締役　滝沢　誠
新潟市中央区笹口３丁目
７番地１１

一般競争入札 - 951,480 -
　
　

集合宿舎外部改修工事（新潟短大）
新潟県新発田市新富町３丁目１－２４
工期　平成28年9月10日～平成29年3月8日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成28年9月9日 新発田建設（株） 4110001012624

代表取締役社長　渡辺
明紀
新発田市富塚１９４２番
地

一般競争入札 18,068,400 17,280,000 95.6%
　
　

カラー舗装改修工事外（新潟短大）
新潟県新発田市新富町１－７－２１
工期　平成28年9月10日～平成29年3月8日

契約担当役支部長
面川　良嗣
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

平成28年9月9日 新発田建設（株） 4110001012624

代表取締役社長　渡辺
明紀
新発田市富塚１９４２番
地

一般競争入札 57,693,600 55,080,000 95.5%
　
　

給排水設備改修工事設計監理業務（石川職業能
力開発促進センター）
石川県金沢市観音堂町ヘ１
設計期間　平成28年8月10日～平成28年11月10日

契約担当役支部長
村田　清志
石川職業能力開発促進センター
石川県金沢市観音堂町へ１

平成28年8月9日
（有）マッハ設備設
計研究所

5220002005499
代表取締役　新井　重男
石川県金沢市玉鉾１丁目
５９番地

一般競争入札 - 775,440 -
　
　

給排水設備改修工事（石川職業能力開発促進セ
ンター）
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　平成28年12月9日～平成29年2月28日

契約担当役支部長
村田　清志
石川職業能力開発促進センター
石川県金沢市観音堂町へ１

平成28年12月8日 （有）沢田電興社 5220002016918
代表取締役　澤田　真一
石川県かほく市内日角チ
８９番地

一般競争入札 3,942,000 3,477,600 88.2%
　
　

屋根・外壁等改修工事（石川短大）
石川県鳳珠郡穴水町字由比ケ丘イ－４５
工期　平成28年12月2日～平成29年3月10日

契約担当役支部長
村田　清志
石川職業能力開発短期大学校
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘いの４
５－１

平成28年12月1日 ナナオ土建（株） 5220001015549

代表取締役　吉田　壽賀
子
石川県七尾市佐味町ハ部
４０番地１

一般競争入札 8,258,760 7,020,000 85.0%
　
　

屋根外壁等改修工事設計監理業務１式（福井障
害者職業センター）
福井県福井市光陽２－３－３２
設計期間　平成28年7月2日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井障害者職業センター
福井県福井市光陽２－３－３２

平成28年7月1日
（有）田辺建築事務
所

9210002011759
代表取締役　田邊　恭洋
福井県越前市八幡１丁目
６０－２５－７

一般競争入札 - 1,166,400 -
　
　

屋根外壁等改修工事（福井障害者職業セン
ター）
福井県福井市光陽２－３－３２
工期　平成28年11月2日～平成29年2月20日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井障害者職業センター
福井県福井市光陽２－３－３２

平成28年11月1日 （株）田端塗装工業 2210001002055

代表取締役　田端　奥治
郎
福井県福井市若杉３丁目
１７２１

一般競争入札 16,994,880 8,920,800 52.5%
　
　

トイレ改修工事（福井障害者職業センター）
福井県福井市光陽２－３－３２
工期　平成29年3月4日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井障害者職業センター
福井県福井市光陽２－３－３２

平成29年3月3日 横田建設（株） 7210001009962
代表取締役　横田　憲司
福井県大野市春日３－１
８－９

一般競争入札 9,442,440 7,398,000 78.3%
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渡り廊下塗装等工事設計監理業務１式（福井職
業能力開発促進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
設計期間　平成28年7月2日～平成28年8月16日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年7月1日
（有）田辺建築事務
所

9210002011759
代表取締役　田邊　恭洋
福井県越前市八幡１丁目
６０－２５－７

一般競争入札 - 756,000 -
　
　

融雪装置井戸ポンプ等更新工事設計監理業務１
式（福井職業能力開発促進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
設計期間　平成28年7月2日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年7月1日
（有）田辺建築事務
所

9210002011759
代表取締役　田邊　恭洋
福井県越前市八幡１丁目
６０－２５－７

一般競争入札 - 1,177,200 -
　
　

Ａ棟ボイラー更新工事（福井職業能力開発促進
センター）
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成28年10月14日～平成28年12月14日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年10月13日
福井ボイラー工業
（株）

1210001003293
代表取締役　柳澤　晋一
福井県福井市二の宮２丁
目２－７

一般競争入札 3,840,441 1,814,400 47.2%
　
　

渡り廊下塗装等改修工事（福井職業能力開発促
進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成28年10月14日～平成28年12月14日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年10月13日 北信建設（株） 7210001011943

代表取締役会長　伊林
悟志
福井県越前市村国２丁目
１番１１号

一般競争入札 9,136,114 4,860,000 53.2%
　
　

融雪装置井戸ポンプ等更新工事（福井職業能力
開発促進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成28年12月1日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成28年11月30日 （株）清水組 6210001012950
代表取締役　清水　道浩
福井県鯖江市鳥羽町２２
号５２番地

一般競争入札 13,964,881 12,744,000 91.3%
　
　

フォークリフト屋外実習場整備工事（福井職業
能力開発促進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
工期　平成29年3月1日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
安井　徹雄
福井職業能力開発促進センター
福井県越前市行松町２５－１０

平成29年2月28日 （株）ササキ工業 1210001011635
代表取締役　上田　達也
福井県越前市矢船町１号
２番地３

一般競争入札 9,933,239 7,884,000 79.4%
　
　

外壁改修その他工事（長野障害者職業セン
ター）
長野県長野市中御所３－２－４
工期　平成28年10月5日～平成28年12月28日

契約担当役支部長
粟野　和二
長野障害者職業センター
長野県長野市中御所３－２－４

平成28年10月4日 高社建設（株） 4100001012039
代表取締役　畦上　喜平
長野県中野市中央２丁目
９番１８号

一般競争入札 6,242,400 4,158,000 66.6%
　
　

本館排水管改修工事（長野職業能力開発促進セ
ンター）
長野県長野市吉田４－２５－１２
工期　平成28年8月10日～平成28年10月11日

契約担当役支部長
粟野　和二
長野職業能力開発促進センター
長野県長野市吉田４－２５－１２

平成28年8月9日 高社建設（株） 4100001012039
代表取締役　畦上　喜平
長野県中野市中央２丁目
９番１８号

一般競争入札 2,268,000 1,987,200 87.6%
　
　

総合実習場耐震改修工事設計監理業務（松本訓
練センター）
長野県松本市大字寿豊丘字１１９５
設計期間　平成29年1月7日～平成29年3月29日

契約担当役支部長
粟野　和二
松本訓練センター
長野県松本市寿北７－１７－１

平成29年1月6日
（株）アーキディ
アック

4100001012609
代表取締役　児野　登
長野県松本市島立１１３
２－２５

一般競争入札 - 2,700,000 -
　
　

７号館外壁その他改修工事設計監理業務（東海
能開大）
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
設計期間　平成28年7月13日～平成28年10月12日

契約担当役支部長
八黄地　宏
東海職業能力開発大学校
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成28年7月13日 （株）熊谷設計 1200001023227
代表取締役　熊谷　良輝
岐阜県多治見市宮前町１
－８８－１

一般競争入札 - 810,000 -
　
　

渡り廊下その他改修工事（東海能開大）
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
工期　平成28年12月13日～平成29年3月13日

契約担当役支部長
八黄地　宏
東海職業能力開発大学校
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成28年12月12日 （株）河村綜建 3200001016204
代表取締役　河村　義明
岐阜県揖斐郡池田町田畑
６９９－３

一般競争入札 10,450,080 10,281,600 98.4%
　
　

更地化工事設計監理業務（東海能開大）
岐阜県揖斐郡大野町大字古川字山崎北１－２
設計期間　平成29年3月13日～平成29年11月29日

契約担当役支部長
八黄地　宏
東海職業能力開発大学校
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

平成29年3月10日 （株）エコプラン 3200001000587
代表取締役　林　直見
岐阜県岐阜市鏡島精華２
－４－１５－１０１

一般競争入札 - 1,078,920 -
　
　

多目的実習場Ｂ外壁改修その他工事（静岡職業
能力開発促進センター）
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５
工期　平成28年11月9日～平成29年1月6日

契約担当役支部長
川畑　伸一
静岡職業能力開発促進センター
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３
５

平成28年11月8日 杉山工務店（株） 4080001002249
代表取締役　杉山　勝
静岡市駿河区広野４－３
－５５

一般競争入札 1,763,640 1,620,000 91.9%
　
　

Ｃ１１０実習場シャッター改修工事（中部職業
能力開発促進センター）
愛知県小牧市下末１６３６－２
工期　平成28年12月20日～平成29年2月28日

契約担当役支部長
真下　和雄
中部職業能力開発促進センター
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成28年12月19日 （株）野々川工務店 6180001076330
代表取締役　野々川　民
男
愛知県小牧市中央５－６

一般競争入札 4,754,160 4,482,000 94.3%
　
　

Ａ棟実習場等改修工事（三重職業能力開発促進
センター）
三重県四日市市西日野町４６９１
工期　平成28年6月9日～平成28年8月31日

契約担当役支部長
遠藤　達哉
三重職業能力開発促進センター
三重県四日市市西日野町４６９１

平成28年6月8日 大宗建設（株） 6190001015361
取締役社長　佐野　行廣
四日市市相生町１番１号

一般競争入札 25,870,000 21,600,000 83.5%
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本館等屋根改修工事設計監理業務（三重職業能
力開発促進センター）
三重県四日市市西日野町４６９１
設計期間　平成28年7月1日～平成29年2月21日

契約担当役支部長
遠藤　達哉
三重職業能力開発促進センター
三重県四日市市西日野町４６９１

平成28年6月30日 藤川設計（株） 3190001000928
代表取締役　藤川　啓志
津市港町１９番１２号

一般競争入札 - 1,706,400 -
　
　

本館等屋根改修工事（三重職業能力開発促進セ
ンター）
三重県四日市市西日野町４６９１
工期　平成28年11月16日～平成29年2月7日

契約担当役支部長
遠藤　達哉
三重職業能力開発促進センター
三重県四日市市西日野町４６９１

平成28年11月15日 （株）ケーペック 2190001017816
代表取締役　駒田　明久
三重県四日市市城北町６
－７－１００１

一般競争入札 13,348,800 7,776,000 58.3%
　
　

ＣＡＤ室及び大教室改修工事（滋賀職業能力開
発促進センター）
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成28年9月9日～平成28年12月22日

契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀職業能力開発促進センター
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成28年9月8日
（株）浦田建装滋賀
支店

5130001016630
代表取締役　浦田　篤人
京都府京都市下京区西七
条東石ヶ坪３番地

一般競争入札 7,138,800 6,261,840 87.7%
　
　

屋外トイレ改修工事（滋賀職業能力開発促進セ
ンター）
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
工期　平成28年11月15日～平成29年3月27日

契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀職業能力開発促進センター
滋賀県大津市光が丘町３－１３

平成28年11月14日 （株）テリオス 6160001003410
代表取締役　桑原　一典
滋賀県大津市本堅田６－
２６－３

一般競争入札 9,333,922 7,095,600 76.0%
　
　

本館Ｂ棟渡り廊下等扉改修工事（滋賀短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成28年12月23日～平成29年3月10日

契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀職業能力開発短期大学校
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成28年12月22日 （株）クスケン 4160001011365
代表取締役　楠　節雄
滋賀県蒲生郡竜王町薬師
１１７３－１３

一般競争入札 2,530,440 1,468,800 58.0%
　
　

学生寮浴室給湯管改修工事（滋賀短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期　平成29年1月13日～平成29年2月28日

契約担当役支部長
岩佐　純
滋賀職業能力開発短期大学校
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

平成29年1月13日 熊谷電工（株） 3160001008247
代表取締役　熊谷　英夫
滋賀県彦根市松原町１４
１５

一般競争入札 2,255,040 1,177,200 52.2%
　
　

Ｄ棟・Ｄ棟階段棟耐震改修工事（京都職業能力
開発促進センター）
京都府長岡京市友岡１－２－１
工期　平成28年9月1日～平成28年12月28日

契約担当役支部長
永沼　良彦
京都職業能力開発促進センター
京都府長岡京市友岡１－２－１

平成28年8月31日 昌栄建設（株） 9120001147984
代表取締役　大本　昌彦
大阪府寝屋川市清水町６
番２４号

一般競争入札 19,252,463 16,416,000 85.3%
　
　

１０号館空調設備更新工事（京都短大）
京都府舞鶴市上安小字吉井口１９２２
工期　平成29年2月21日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
永沼　良彦
京都職業能力開発短期大学校
京都府舞鶴市上安１９２２

平成29年2月21日 （株）京栄テック 6130001044110
代表取締役　安本　博彦
京都府舞鶴市福来９０２

一般競争入札 3,909,600 1,914,840 49.0%
　
　

Ｇ棟学生寮改修その他工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期　平成29年2月14日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
藤盛　康雅
近畿職業能力開発大学校
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番
１号

平成29年2月13日 （株）田中工務店 8120101037095
代表取締役　田中　重弘
大阪府岸和田市尾生町６
７６

一般競争入札 23,383,080 14,580,000 62.4%
　
　

Ｎ棟天井材落下防止外工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期　平成29年2月15日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
藤盛　康雅
近畿職業能力開発大学校
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番
１号

平成29年2月14日 櫻井工業（株） 2120101036722
代表取締役　櫻井　新嗣
大阪府岸和田市沼町２２
－１７

一般競争入札 4,701,240 4,039,200 85.9%
　
　

本館１階改修工事設計監理業務（兵庫職業能力
開発促進センター）
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０
設計期間　平成28年6月18日～平成29年3月3日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
兵庫支部
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

平成28年6月17日
（株）一級建築士事
務所小田設計事務所

1140001006163
代表取締役　小田　武司
兵庫県神戸市中央区北長
狭通４－９－２６

一般競争入札 - 1,188,000 -
　
　

本館１階改修工事（兵庫支部）
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０
工期　平成28年11月2日～平成29年2月17日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
兵庫支部
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

平成28年11月1日
ライナーズプラニン
グ（株）

7140001082819
代表取締役　吉田　良夫
兵庫県宝塚市平井山荘３
－３－３０５

一般競争入札 16,510,545 16,308,000 98.8%
　
　

第３実習棟等改修工事設計監理業務（加古川訓
練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
設計期間　平成28年5月26日～平成29年2月14日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８
８－１

平成28年5月25日
（株）三輝設計事務
所

3210001014388
代表取締役　森下　篤郎
福井県福井市和田１－４
－１０

一般競争入札 - 2,844,720 -
　
　

第３実習棟等改修工事（加古川訓練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
工期　平成28年9月7日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８
８－１

平成28年9月6日 （株）永谷建設 4140001060364
代表取締役　永谷　誠彦
兵庫県姫路市豊富町３１
０９－２

一般競争入札 54,588,103 42,660,000 78.1%
　
　

駐輪場屋根等改修工事（加古川訓練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
工期　平成28年11月8日～平成29年1月27日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８
８－１

平成28年11月7日 中一建設（株） 4140001062410
代表取締役　中川　勝
兵庫県姫路市夢前町寺１
１２

一般競争入札 2,081,160 1,296,000 62.3%
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空調設備改修工事（港湾短大神戸校）
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
工期　平成28年10月1日～平成29年2月24日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
港湾職業能力開発短期大学校　神戸
校
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－
４

平成28年9月30日
（株）イトーヨー
ギョー神戸営業所

3140001003027

代表取締役社長　畑中
浩
兵庫県神戸市灘区灘北通
１０－１－１４

一般競争入札 4,558,723 3,186,000 69.9%
　
　

地盤沈下対策改修工事設計監理業務（港湾短大
神戸校）
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
設計期間　平成28年12月28日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
岩堀　善朗
港湾職業能力開発短期大学校　神戸
校
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－
４

平成28年12月27日
（有）エンジニア綜
合事務所

7140002066366
代表取締役　介中　夏子
兵庫県伊丹市中野東１－
２９８

一般競争入札 - 1,047,600 -
　
　

外壁改修工事（和歌山障害者職業センター）
和歌山県和歌山市太田１３０－３
工期　平成28年11月15日～平成29年2月24日

契約担当役支部長
稲生　直也
和歌山障害者職業センター
和歌山県和歌山市太田１３０－３

平成28年11月14日 （株）森本組 3170001010763
代表取締役　森野　勝
和歌山県橋本市東家５丁
目４番８号

一般競争入札 6,657,120 6,026,400 90.5%
　
　

第３実習棟耐震改修工事設計監理業務（和歌山
職業能力開発促進センター）
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間　平成28年7月5日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
稲生　直也
和歌山職業能力開発促進センター
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成28年7月4日
（株）キューブ建築
研究所

6170001012880

代表取締役　橋本　雅史
和歌山県和歌山市北ノ新
地２－２２ワンダーラン
ド３階

一般競争入札 - 3,326,400 -
　
　

第２実習棟床塗装改修工事（和歌山職業能力開
発促進センター）
和歌山県和歌山市園部１２７６
工期　平成28年11月15日～平成29年2月20日

契約担当役支部長
稲生　直也
和歌山職業能力開発促進センター
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成28年11月14日 （株）古部組 7170001010314
代表取締役　仲　修美
和歌山県日高郡日高川町
山野１９

一般競争入札 5,224,132 4,212,000 80.6%
　
　

第３実習棟耐震改修工事（和歌山職業能力開発
促進センター）
和歌山県和歌山市園部１２７６
工期　平成28年11月19日～平成29年3月24日

契約担当役支部長
稲生　直也
和歌山職業能力開発促進センター
和歌山県和歌山市園部１２７６

平成28年11月18日
アサカワリフォーム
（株）

3170001000087
取締役社長　上園　芳孝
和歌山市小松原通三丁目
６９

一般競争入札 46,986,861 42,012,000 89.4%
　
　

渡り廊下屋根等改修その他工事設計監理業務
（島根職業能力開発促進センター）
島根県松江市東朝日町小浜２６７
設計期間　平成28年6月22日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発促進センター
島根県松江市東朝日町２６７

平成28年6月21日
（株）中林建築設計
事務所

8280001003297
代表取締役　中林　敏昭
島根県出雲市今市町北本
町５丁目４番地３

一般競争入札 - 1,890,000 -
　
　

渡り廊下屋根等改修その他工事（島根職業能力
開発促進センター）
島根県松江市東朝日町小浜２６７
工期　平成28年10月19日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発促進センター
島根県松江市東朝日町２６７

平成28年10月18日 （株）木下工務店 8280001002398
代表取締役　木下　聡
島根県安来市安来町９１
７－３

一般競争入札 32,076,000 19,828,800 61.8%
　
　

第１・第２実習場耐震改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　平成28年6月3日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－
７

平成28年6月2日 （有）黒川工務所 2280002009118
代表取締役　黒川　一夫
島根県江津市波子町イ１
００６

一般競争入札 7,538,400 7,020,000 93.1%
　
　

学生寮１男子浴室等改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　平成28年9月29日～平成28年12月9日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－
７

平成28年9月28日 （有）黒川工務所 2280002009118
代表取締役　黒川　一夫
島根県江津市波子町イ１
００６

一般競争入札 5,046,840 4,968,000 98.4%
　
　

本館１Ｆ事務所受付改修工事設計監理業務（島
根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
設計期間　平成28年11月5日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－
７

平成28年11月4日
（有）塩野建築設計
事務所

5280002005543
代表取締役　塩野　裕士
島根県出雲市今市町１１
５４－３

一般競争入札 - 885,600 -
　
　

本館１Ｆ事務所受付改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　平成29年1月21日～平成29年3月29日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－
７

平成29年1月20日 江津土建（株） 8280001004584
代表取締役　室谷　卓治
島根県江津市江津町１３
３３番地

一般競争入札 6,906,384 4,536,000 65.7%
　
　

学生寮２男子浴室等改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　平成29年1月21日～平成29年3月29日

契約担当役支部長
福田　拓治
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－
７

平成29年1月20日 （有）黒川工務所 2280002009118
代表取締役　黒川　一夫
島根県江津市波子町イ１
００６

一般競争入札 4,125,600 4,104,000 99.5%
　
　

機械・金属実習場屋根遮熱塗装工事設計監理業
務（岡山職業能力開発促進センター）
岡山県岡山市北区田中５８０
設計期間　平成28年6月4日～平成28年7月1日

契約担当役支部長
成松　清水
岡山職業能力開発促進センター
岡山県岡山市北区田中５８０

平成28年6月3日
協同組合建築設計技
術センター

2260005006510
代表理事　内田　修義
岡山県津山市戸島６３４
－１８

一般競争入札 - 648,000 -
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機械・金属実習場屋根遮熱塗装工事（岡山職業
能力開発促進センター）
岡山県岡山市北区田中５８０
工期　平成28年8月4日～平成28年9月6日

契約担当役支部長
成松　清水
岡山職業能力開発促進センター
岡山県岡山市北区田中５８０

平成28年8月4日 （株）タケイ 8260001004082
代表取締役　竹井　寿
岡山県岡山市南区米倉１
２３－７

一般競争入札 12,798,000 5,994,000 46.8%
　
　

本館外壁タイル改修工事（岡山職業能力開発促
進センター）
岡山県岡山市北区田中５８０
工期　平成28年8月19日～平成29年1月16日

契約担当役支部長
成松　清水
岡山職業能力開発促進センター
岡山県岡山市北区田中５８０

平成28年8月18日 （株）榊原建設 4260001013450
代表取締役　守屋　良紀
岡山県倉敷市西富井１０
７６－２４

一般競争入札 73,501,355 29,700,000 40.4%
　
　

７号棟外壁塗装等その他改修工事設計監理業務
（中国能開大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
設計期間　平成28年8月17日～平成28年10月11日

契約担当役支部長
成松　清水
中国職業能力開発大学校
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１

平成28年8月16日 協同組合アゴラ 1260005001090
代表理事　猪子　啓二
岡山市北区野田３－１１
－２０

一般競争入札 - 1,404,000 -
　
　

７号棟外壁塗装等その他改修工事（中国能開
大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
工期　平成28年12月17日～平成29年3月10日

契約担当役支部長
成松　清水
中国職業能力開発大学校
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１

平成28年12月16日 東洋建設工業（株） 1260001014146
代表取締役　真野　吉行
岡山県倉敷市中庄３５５
８－１

一般競争入札 14,694,480 14,040,000 95.5%
　
　

女子更衣室及び学生寮屋上防水改修工事（福山
短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
工期　平成28年11月3日～平成28年12月28日

契約担当役支部長
西山　祐次
福山職業能力開発短期大学校
広島県福山市北本庄４－８－４８

平成28年11月2日 （有）伸宏建設 6240002046094
代表取締役　立石　悦子
広島県神石郡神石高原町
高蓋３１０番地６

一般競争入札 4,511,104 3,726,000 82.6%
　
　

屋外給水設備止水栓新設、修繕及び空調設備更
新工事（福山短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
工期　平成28年12月10日～平成29年2月28日

契約担当役支部長
西山　祐次
福山職業能力開発短期大学校
広島県福山市北本庄４－８－４８

平成28年12月9日
（株）タイトー設備
工業

7240001031220
代表取締役　藤岡　泰晃
広島県福山市曙町３丁目
５番１号

一般競争入札 19,734,381 10,389,600 52.6%
　
　

住宅施工技術科実習場耐震改修及び本館屋根等
改修工事（山口職業能力開発促進センター）
山口県山口市大字矢原字花の木１２８４－１
工期　平成28年11月25日～平成29年2月17日

契約担当役支部長
掛水　正二
山口職業能力開発促進センター
山口県山口市矢原１２８４－１

平成28年11月24日 秋山建設（株） 4250001004269
代表取締役　秋山　智洋
山口県美祢市大嶺町東分
１５８－１

一般競争入札 4,804,920 4,460,400 92.8%
　
　

第１号棟実習場庇・第２号棟実習場屋根等改修
工事設計監理業務（香川職業能力開発促進セン
ター）
香川県高松市花の宮町２－４－３
設計期間　平成28年6月29日～平成28年9月30日

契約担当役支部長
佐々木　祐一
香川職業能力開発促進センター
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

平成28年6月28日
（株）黒木建築設計
事務所

9470001001347
代表取締役　黒木　徳明
高松市塩上町３丁目３番
３号

一般競争入札 - 2,354,400 -
　
　

第１号棟実習場庇・第２号棟実習場屋根等改修
工事（香川職業能力開発促進センター）
香川県高松市花の宮町２－４－３
工期　平成28年11月9日～平成29年2月21日

契約担当役支部長
佐々木　祐一
香川職業能力開発促進センター
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

平成28年11月8日 サン建設興業（株） 4470001001624

代表取締役社長　松熊
秀樹
香川県高松市一宮町１１
２７番地５

一般競争入札 36,136,800 32,400,000 89.7%
　
　

第１実習棟他外壁等工事（四国能開大）
香川県丸亀市郡家町３２０２
工期　平成28年10月29日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
佐々木　祐一
四国職業能力開発大学校
香川県丸亀市郡家町３２０２

平成28年10月28日 （株）丸井工務店 1470001007665

代表取締役社長　丸井
良子
丸亀市田村町１７１１番
地

一般競争入札 7,108,560 6,696,000 94.2%
　
　

照明器具改修工事（愛媛障害者職業センター）
愛媛県松山市若草町７－２
工期　平成28年10月14日～平成28年11月30日

契約担当役支部長
中村　暢宏
愛媛障害者職業センター
愛媛県松山市若草町７－２

平成28年10月13日 愛媛土建（株） 5500001000794
代表取締役　菅野　利夫
愛媛県松山市真砂町７番
地４

一般競争入札 2,179,440 1,728,000 79.3%
　
　

溶接実習場耐震改修工事（愛媛職業能力開発促
進センター）
愛媛県松山市西垣生町２１８４
工期　平成28年5月27日～平成28年10月31日

契約担当役支部長
中村　暢宏
愛媛職業能力開発促進センター
愛媛県松山市西垣生町２１８４

平成28年5月27日 （株）ナカタ 7500002008752
代表取締役　中田　等士
愛媛県伊予市双海町上灘
５０６４

一般競争入札 27,246,240 20,387,700 74.8%
　
　

溶接実習場床改修工事（愛媛職業能力開発促進
センター）
愛媛県松山市西垣生町２１８４
工期　平成29年1月10日～平成29年2月15日

契約担当役支部長
中村　暢宏
愛媛職業能力開発促進センター
愛媛県松山市西垣生町２１８４

平成29年1月10日 （株）岡崎工務店 5500001001099
代表取締役　岡崎　智久
愛媛県松山市福音寺町２
３９

一般競争入札 5,492,880 3,024,000 55.1%
　
　

本館及びＢ棟屋根防水改修工事設計監理業務
（高知職業能力開発促進センター）
高知県高知市桟橋通４丁目８０－１
設計期間　平成28年6月16日～平成28年8月19日

契約担当役支部長
吉野　祐一
高知職業能力開発促進センター
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

平成28年6月15日
（株）エムエイ設計
事務所

4490001000178
代表取締役　信清　和呂
高知県高知市潮北川添１
２番１９号

一般競争入札 - 1,404,000 -
　
　

本館及びＢ棟屋根防水改修工事（高知職業能力
開発促進センター）
高知県高知市桟橋通４丁目８０－１
工期　平成28年10月27日～平成29年3月20日

契約担当役支部長
吉野　祐一
高知職業能力開発促進センター
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

平成28年10月26日 （有）有生 2490002004667
代表取締役　有瀬　實
高知県針木東町２６番５
１号

一般競争入札 9,790,200 7,776,000 79.4%
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Ｃ棟排煙窓装置取替工事（高知職業能力開発促
進センター）
高知県高知市桟橋通４丁目８０－１
工期　平成29年2月11日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
吉野　祐一
高知職業能力開発促進センター
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

平成29年2月10日 （株）トラスト建設 9490001002509
代表取締役　小松　信利
高知県高知市洞ヶ島町７
－１５

一般競争入札 2,684,880 1,728,000 64.4%
　
　

本館・実習棟カーテンウォール改修その他工事
設計監理業務（高知短大）
高知県香南市野市町西野１５９５－１
設計期間　平成28年7月7日～平成28年9月7日

契約担当役支部長
吉野　祐一
高知職業能力開発短期大学校
高知県香南市野市町西野１５９５－
１

平成28年7月6日 （株）みやび設計 4490001001011
代表取締役　竹崎　雅博
高知県高知市土居町５番
１号

一般競争入札 - 1,836,000 -
　
　

本館・実習棟カーテンウォール改修その他工事
（高知短大）
高知県香南市野市町西野１５９５－１
工期　平成28年10月29日～平成29年2月24日

契約担当役支部長
吉野　祐一
高知職業能力開発短期大学校
高知県香南市野市町西野１５９５－
１

平成28年10月28日 （有）ヨシコー建設 4490002005515
取締役　田畑　喜幸
高知県二葉町４番３－１
０２号

一般競争入札 18,954,000 11,016,000 58.1%
　
　

視聴覚教室及び飯塚訓練センターパソコン教室
等耐震改修工事設計監理業務（福岡支部）
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
設計期間　平成29年1月25日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
山口　弘幸
福岡支部
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５
－１

平成29年1月24日
（株）ＹＳアーキテ
クツ

9290001062192
代表取締役　稗田　玲
福岡市博多区博多駅東１
－１２－５

一般競争入札 - 2,592,000 -
　
　

消防用設備修繕工事（福岡職業能力開発促進セ
ンター）
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－１
工期　平成29年1月24日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
山口　弘幸
福岡職業能力開発促進センター
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５
－１

平成29年1月23日 菅設備（株） 4290801010124
代表取締役　菅　フジ子
北九州市八幡西区東鳴水
１－１０－５

一般競争入札 5,954,040 4,557,600 76.5%
　
　

消防設備取替その他改修工事設計監理業務（九
州能開大）
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
設計期間　平成28年10月25日～平成28年12月5日

契約担当役支部長
山口　弘幸
九州職業能力開発大学校
福岡県北九州市小倉南区志井１６６
５－１

平成28年10月24日 北九州設計（有） 2290802012492
代表取締役　藤田　英敏
福岡県北九州市八幡東区
枝光本町３－２

一般競争入札 - 1,566,000 -
　
　

本館及び第７実習場外壁その他工事（佐賀職業
能力開発促進センター）
佐賀県佐賀市兵庫町若宮二本松１０４２－２
工期　平成28年11月9日～平成29年2月20日

契約担当役支部長
木野　季朝
佐賀職業能力開発促進センター
佐賀県佐賀市兵庫町若宮１０４２－
２

平成28年11月9日 （株）前田建設 4300001000915

代表取締役　前田　喜美
子
佐賀市高木瀬町大字長瀬
２５０２番地１７

一般競争入札 8,457,480 7,884,000 93.2%
　
　

教室棟屋根防水・給水配管改修及びその他工事
設計監理業務（長崎職業能力開発促進セン
ター）
長崎県諫早市小船越町１１１３
設計期間　平成28年6月22日～平成28年9月9日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
長崎職業能力開発促進センター
長崎県諌早市小船越町１１１３

平成28年6月21日 （株）八光設計 2310001004025
代表取締役　戸田　淳
長崎市赤迫２丁目１８－
２

一般競争入札 - 1,350,000 -
　
　

教室棟屋根防水・給水配管改修及びその他工事
（長崎職業能力開発促進センター）
長崎県諫早市小船越町１１１３
工期　平成28年11月3日～平成29年2月10日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
長崎職業能力開発促進センター
長崎県諌早市小船越町１１１３

平成28年11月2日 （株）親和土建 6310001000870
代表取締役　川島　邦元
長崎市魚の町３番３６号

一般競争入札 11,858,400 9,493,200 80.1%
　
　

大教室・視聴覚教室屋外階段取替その他改修工
事設計監理業務（佐世保訓練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
設計期間　平成28年7月28日～平成28年10月14日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
佐世保訓練センター
長崎県佐世保市指方町６６８

平成28年7月27日 （株）八光設計 2310001004025
代表取締役　戸田　淳
長崎市赤迫２丁目１８－
２

一般競争入札 - 1,566,000 -
　
　

第六実習棟耐震改修工事（佐世保訓練セン
ター）
長崎県佐世保市指方町６６８
工期　平成28年11月22日～平成29年3月3日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
佐世保訓練センター
長崎県佐世保市指方町６６８

平成28年11月21日 （株）ミズノ 3310001011251
代表取締役　浦野　昭子
長崎県佐世保市広田町８
８番地８

一般競争入札 7,494,120 6,588,000 87.9%
　
　

第五実習棟動力配管改修工事（佐世保訓練セン
ター）
長崎県佐世保市指方町６６８
工期　平成28年11月22日～平成29年3月17日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
佐世保訓練センター
長崎県佐世保市指方町６６８

平成28年11月21日 （株）ミズノ 3310001011251
代表取締役　浦野　昭子
長崎県佐世保市広田町８
８番地８

一般競争入札 5,097,600 3,618,000 71.0%
　
　

大教室・視聴覚教室屋外階段取替その他改修工
事（佐世保訓練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
工期　平成28年11月30日～平成29年3月3日

契約担当役支部長
成瀬　秀人
佐世保訓練センター
長崎県佐世保市指方町６６８

平成28年11月29日 （株）興南商工 5310001005350
代表取締役　南　昌幸
佐世保市白岳町１００４
番地４

一般競争入札 11,599,200 6,912,000 59.6%
　
　

空調設備等改修工事（熊本障害者職業セン
ター）
熊本県熊本市大江６－１－３８　４Ｆ
工期　平成28年6月16日～平成28年12月9日

契約担当役支部長
降籏　英明
熊本障害者職業センター
熊本県熊本市中央区大江６－１－３
８　４階

平成28年6月15日 北辰総合設備（株） 6330001013177
代表取締役　溝部　辰實
宇城市松橋町大野２１０
－６

一般競争入札 25,779,600 18,144,000 70.4%
　
　

仮設建物電力引込設備等工事（熊本職業能力開
発促進センター）
熊本県合志市須屋２５０５－３
工期　平成28年11月5日～平成28年12月15日

契約担当役支部長
降籏　英明
熊本職業能力開発促進センター
熊本県合志市大字須屋２５０５－３

平成28年11月4日 （有）藤電気 8330002009098
代表取締役　加藤　寛治
熊本市中央区水前寺一丁
目８－１１

一般競争入札 2,399,760 1,404,000 58.5%
　
　



(様式１)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
　数

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

競争入札に係る情報の公表（工事等）（様式１）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

一般競争入札・
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予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率
(%)
(b/a)

公益法人の場合

法人番号

本館Ａ３０３・３０４研修室可動式間仕切り設
置工事（熊本職業能力開発促進センター）
熊本県合志市須屋２５０５－３
工期　平成29年1月12日～平成29年3月24日

契約担当役支部長
降籏　英明
熊本職業能力開発促進センター
熊本県合志市大字須屋２５０５－３

平成29年1月11日 （株）タナカ建装 9330001002920
代表取締役　田中　美範
熊本市北区龍田８丁目１
５番４３号

一般競争入札 5,030,420 4,698,000 93.4%
　
　

照明器具更新その他工事設計監理業務（荒尾訓
練センター）
熊本県荒尾市荒尾字４４０９
設計期間　平成28年9月9日～平成29年3月27日

契約担当役支部長
降籏　英明
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

平成28年9月8日
（有）松本一平建築
設計事務所

4330002021940
代表　松本　一平
熊本県荒尾市増永７５７
－８

一般競争入札 - 2,624,400 -
　
　

照明器具更新その他工事（荒尾訓練センター）
熊本県荒尾市荒尾４４０９
工期　平成28年12月2日～平成29年3月13日

契約担当役支部長
降籏　英明
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

平成28年12月1日 （株）三裕建設 4330001011629
代表取締役　上田　明秀
熊本県荒尾市一部９１１
番地２

一般競争入札 23,446,800 22,950,000 97.9%
　
　

第３実習棟３０３室空調機器設置工事（宮崎職
業能力開発促進センター）
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成28年12月28日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
中牟田　誠
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

平成28年12月27日 （株）みやえい 4350001002015
代表取締役　甲斐　孝則
宮崎市大字島之内９７２
８－７

一般競争入札 3,967,867 3,726,000 93.9%
　
　

第３実習棟ブラインド設置工事（宮崎職業能力
開発促進センター）
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成29年2月15日～平成29年3月24日

契約担当役支部長
中牟田　誠
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

平成29年2月14日 （株）山春工務店 4350001002254
代表取締役　長友　春雄
宮崎市大字芳士８５１番
地

一般競争入札 2,959,416 1,511,784 51.1%
　
　

渡り廊下等改修工事（宮崎職業能力開発促進セ
ンター）
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１
工期　平成29年2月25日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
中牟田　誠
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

平成29年2月24日 （有）水野組 8350002004502
代表取締役　水野　学
宮崎市大字柏原８２５番
地

一般競争入札 6,110,640 5,678,640 92.9%
　
　

住宅第３実習場改修工事設計監理業務（延岡訓
練センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
設計期間　平成28年7月6日～平成28年10月14日

契約担当役支部長
中牟田　誠
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

平成28年7月5日
みつくぼ建築設計事
務所

特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

代表者　満窪　和貴
宮崎市霧島４－１セント
パーク２Ｆ

一般競争入札 - 1,533,600 -
　
　

住宅第３実習場改修工事（延岡訓練センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成28年12月2日～平成29年3月24日

契約担当役支部長
中牟田　誠
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

平成28年12月1日 （株）高建 8350001007167
代表取締役　高橋　寛光
宮崎県延岡市伊形町４７
４４－１

一般競争入札 37,472,108 15,287,400 40.8%
　
　

車庫電動シャッター取替工事（延岡訓練セン
ター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成28年12月27日～平成29年3月20日

契約担当役支部長
中牟田　誠
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

平成28年12月26日 （株）大喜建設 7350001006855
代表取締役　吉本　哲
宮崎県延岡市浜町２９０
番地２

一般競争入札 1,424,304 1,118,880 78.6%
　
　

車庫屋根等塗装、グレーチング設置等工事（延
岡訓練センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成29年1月4日～平成29年3月27日

契約担当役支部長
中牟田　誠
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

平成28年12月28日 （株）高建 8350001007167
代表取締役　高橋　寛光
宮崎県延岡市伊形町４７
４４－１

一般競争入札 10,384,200 8,267,400 79.6%
　
　

第２研修棟空調設備更新等工事設計監理業務
（鹿児島職業能力開発促進センター）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３
設計期間　平成28年7月20日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島職業能力開発促進センター
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３

平成28年7月19日 （株）ナック 3340001003155
代表取締役　小島　眞史
鹿児島市草牟田二丁目５
６番１７号

一般競争入札 - 961,200 -
　
　

第２実習棟空調設備更新等工事（鹿児島職業能
力開発促進センター）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３
工期　平成28年11月2日～平成29年2月24日

契約担当役支部長
同免木　学
鹿児島職業能力開発促進センター
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３

平成28年11月2日
三菱重工冷熱（株）
九州支社南九州営業
所

1010701015344
所長　嶽　博文
鹿児島県鹿児島市東開町
４－２２

一般競争入札 13,504,000 10,108,800 74.9%
　
　

７号棟外壁塗装その他工事設計監理業務（川内
短大）
鹿児島県川内市高城町２５２６
設計期間　平成28年11月9日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
同免木　学
川内職業能力開発短期大学校
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６

平成28年11月8日 （株）アシスト設計 2340001008460
代表取締役　今村　裕
鹿児島県薩摩川内市平佐
町３２８２－３

一般競争入札 - 669,600 -
　
　

７号棟外壁塗装その他工事（川内短大）
鹿児島県川内市高城町２５２６
工期　平成29年1月23日～平成29年3月31日

契約担当役支部長
同免木　学
川内職業能力開発短期大学校
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６

平成29年1月20日 太陽建設（株） 6340001008589
代表取締役　野元　善文
薩摩川内市上川内町３３
０７－１

一般競争入札 14,342,400 11,286,000 78.7%
　
　

事務・教室棟空調改修工事（沖縄職業能力開発
促進センター）
沖縄県中頭郡北谷町字吉原７２８－６
工期　平成28年8月24日～平成29年1月31日

契約担当役支部長
熊一　修
沖縄職業能力開発促進センター
沖縄県中頭郡北谷町字吉原７２８－
６

平成28年8月24日
（株）ミライト・テ
クノロジーズ沖縄支
店

4120001048989
支店長　古舘　幸治
沖縄県那覇市泉崎２－４
－１０

一般競争入札 32,835,000 13,332,600 40.6%
　
　


