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雇用促進住宅稲永第一・第二宿舎取壊し工事設計
監理業務
愛知県名古屋市港区稲永５ー１１
設計期間　平成31年4月9日～令和1年10月8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31年4月8日 （株）アステック 1180001029284
代表取締役　小﨑　守
愛知県名古屋市中村区角
割町１－２５

一般競争入札 - 6,160,000 -

雇用促進住宅門司折戸口宿舎取壊し工事設計監
理業務
福岡県北九州市門司区大久保３－２５９８
設計期間　平成31年4月9日～令和1年10月8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31年4月8日 （株）曽根設計事務所 8290001045628
代表取締役　曽根　秀之
福岡県飯塚市伊川６６－１

一般競争入札 - 4,070,000 -

雇用促進住宅重原宿舎取壊し工事設計監理業務
愛知県刈谷市一色町２－２－１
設計期間　平成31年4月9日～令和1年10月8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31年4月8日 （株）岩崎設計事務所 4180001034389
代表取締役　岩崎　征一
愛知県名古屋市中区丸の
内１－１４－２４

一般競争入札 - 4,400,000 -

雇用促進住宅大阪五条宿舎取壊し工事設計監理
業務
大阪府大阪市港区五条通３－４１
設計期間　平成31年4月11日～令和1年10月11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31年4月10日 （株）山田建築事務所 3200001005628
代表取締役　山田　克弘
岐阜県岐阜市岩田西１－
９６

一般競争入札 - 5,093,000 -

雇用促進住宅大阪第二池島宿舎、大阪宿舎取壊し
工事設計監理業務
大阪府大阪市港区池島２丁目４－１４　外１箇所
設計期間　平成31年4月17日～令和1年10月8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31年4月16日 （株）建綜研 3120001063543
代表取締役　大岡　永知
大阪府大阪市北区大淀中
１－８－５

一般競争入札 - 11,990,000 -

雇用促進住宅神戸梅元宿舎、神戸東川崎宿舎、神
戸小部宿舎取壊し工事設計監理業務
兵庫県神戸市兵庫区梅元町１３－２　外２箇所
設計期間　平成31年4月17日～令和1年10月8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31年4月16日 （株）建綜研 3120001063543
代表取締役　大岡　永知
大阪府大阪市北区大淀中
１－８－５

一般競争入札 - 17,050,000 -

東海職業能力開発大学校教室棟外３棟空調設備改
修工事
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２
工期　平成31年4月17日～令和1年9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31年4月16日 （株）北陸アロー機器 4210001003431
代表取締役　酒井　修
福井県福井市宝永２－２
－２６

一般競争入札 151,740,000 149,040,000 98.2%

岐阜障害者職業センター空調設備等改修工事
岐阜県岐阜市日光町６－３０
工期　令和1年5月14日～令和1年9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

令和1年5月13日 （株）三栄空調 6180301013999
代表取締役　杉浦　正幸
愛知県刈谷市大正町５－
３１５

一般競争入札 38,318,400 32,292,000 84.3%

和歌山職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他工事設計業務
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間　令和1年5月25日～令和2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

令和1年5月24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中央
３－３－１

一般競争入札（総
合評価）

- 43,340,000 -

川内職業能力開発短期大学校屋根等改修工事
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
工期　令和1年5月29日～令和2年1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

令和1年5月28日 （株）橋口組 5340001008648
代表取締役　橋口　知章
鹿児島県薩摩川内市西開
聞町１５－１１

一般競争入札 151,800,000 147,950,000 97.5%

大分職業能力開発促進センター教室棟・実習場建
替その他工事設計業務
大分県大分市大字皆春１４８３－１
設計期間　令和1年6月1日～令和2年3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

令和1年5月31日
（株）昭和設計九州事
務所

8120001029102
所長　藤森　久司
福岡県福岡市中央区赤坂
１－５－１１

一般競争入札（総
合評価）

- 41,250,000 -

岩手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
岩手県花巻市天下田６９－１
設計期間　令和1年6月8日～令和2年2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

令和1年6月7日 （株）久慈設計 1400001000552
代表取締役　久慈　竜也
岩手県盛岡市紺屋町３－
１１

一般競争入札（総
合評価）

- 12,210,000 -

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）
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山形職業能力開発促進センター本館建替その他工
事設計業務
山形県山形市漆山１９５４
設計期間　令和1年6月8日～令和2年2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

令和1年6月7日
（株）昭和設計仙台事
務所

8120001029102
所長　山田　高久
宮城県仙台市青葉区中央
４－６－１

一般競争入札（総
合評価）

- 45,980,000 -

四国職業能力開発大学校屋根等改修工事
香川県丸亀市郡家町３２０２
工期　令和1年6月18日～令和2年1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

令和1年6月17日 富士建設（株） 5470001010582

代表取締役　真鍋　有紀
子
香川県三豊市詫間町詫間
３００－１

一般競争入札 123,970,000 119,900,000 96.7%

米子訓練センター屋根等改修工事及び第９実習場
外２棟取壊し工事
鳥取県米子市古豊千５２０
工期　令和1年6月18日～令和2年2月18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

令和1年6月17日 （株）金田工務店 7270001003191
代表取締役　金田　勝
鳥取県米子市古豊千２２５
番地１

一般競争入札 199,760,000 134,200,000 67.2%

栃木職業能力開発促進センター屋根等改修工事
栃木県宇都宮市若草１－４－２３
工期　令和1年6月18日～令和2年1月23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

令和1年6月17日 磯部建設（株） 4060001008363
取締役社長　磯部　尚士
栃木県日光市今市１５２５

一般競争入札 147,620,000 94,600,000 64.1%

愛媛職業能力開発促進センター屋根等改修工事
愛媛県松山市西垣生町２１８４
工期　令和1年6月19日～令和2年3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

令和1年6月18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 131,670,000 96,140,000 73.0%

新潟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
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　令和1年6月29日～令和4年2月25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

令和1年6月28日 （株）福田組 9110001004880

代表取締役社長　荒明
正紀
新潟県新潟市中央区一番
堀通町３－１０

一般競争入札 1,114,300,000 1,073,600,000 96.3%

北海道職業能力開発大学校実習場建替その他電
気設備工事
北海道小樽市銭函３－１９０
工期　令和1年7月3日～令和3年2月5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

令和1年7月2日 （株）北弘電社 4430001015751
代表取締役　脇田　智明
北海道札幌市中央区北１
１条西２３丁目２番１０号

一般競争入札 111,760,000 107,250,000 96.0%

北海道職業能力開発大学校実習場建替その他昇
降機設備工事
北海道小樽市銭函３－１９０
工期　令和1年7月3日～令和2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

令和1年7月2日
三菱電機（株）北海道
支社

4010001008772
支社長　髙橋　龍夫
北海道札幌市中央区北２
条西４丁目１

一般競争入札 11,209,000 10,978,000 97.9%

新潟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
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　令和1年7月6日～令和4年2月25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

令和1年7月5日 （株）新潟施設 2110001023103

代表取締役　阿部　久次
郎
新潟県長岡市喜多町１１４
１－１

一般競争入札 226,380,000 222,200,000 98.2%

新潟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
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期　令和1年7月6日～令和4年2月25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

令和1年7月5日 大原電業（株） 2110001022253

代表取締役社長　大原
興人
新潟県長岡市原町２－２
－２５

一般競争入札 195,690,000 155,980,000 79.7%

秋田障害者職業センター空調設備及び給排水設備
等改修工事設計業務
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８
設計期間　令和1年9月10日～令和2年2月19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

令和1年7月10日
（株）恒谷汲川建築設
計事務所

5410001006066
代表取締役　信濃屋　豊
久
秋田県大館市字桜町７

一般競争入札 - 1,793,000 -

岩手障害者職業センター給排水設備等改修工事設
計業務
岩手県盛岡市青山４－１２－３０
設計期間　令和1年10月8日～令和2年2月19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

令和1年7月11日
秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627
理事長　石田　起徳
秋田県大館市字相染沢中
岱１５９－２

一般競争入札 - 990,000 -
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福井職業能力開発促進センター実習場建替その他
建築工事
福井県越前市行松町２５－１０
工期　令和1年7月18日～令和3年2月19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

令和1年7月17日 技建工業（株） 3210001000933

代表取締役社長　上田
祐広
福井県福井市手寄１－１７
－１３

一般競争入札 789,360,000 767,800,000 97.3%

福井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
福井県越前市行松町２５－１０
工期　令和1年7月18日～令和3年2月19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

令和1年7月17日 （株）北陸アロー機器 4210001003431
代表取締役　酒井　修
福井県福井市宝永２－２
－２６

一般競争入札 135,080,000 127,600,000 94.5%

島根職業能力開発促進センター屋根等改修工事
島根県松江市東朝日町２６７
工期　令和1年7月19日～令和2年1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

令和1年7月18日 （株）金田工務店 7270001003191
代表取締役　金田　勝
鳥取県米子市古豊千２２５
番地１

一般競争入札 75,372,000 54,780,000 72.7%

石川職業能力開発促進センター実習場建替その他
建築工事
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　令和1年7月23日～令和3年2月19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

令和1年7月22日 （株）トーケン 7220001012222
代表取締役　根上　健正
石川県金沢市入江３－２５

一般競争入札 418,550,000 382,800,000 91.5%

石川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
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　令和1年7月23日～令和2年7月22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

令和1年7月22日 米沢電気工事（株） 5220001007439
代表取締役社長　上田
学
石川県金沢市進和町３２

一般競争入札 99,209,000 60,500,000 61.0%

石川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
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
工期　令和1年7月23日～令和2年7月22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

令和1年7月22日
日本オーチス・エレ
ベータ（株）北陸支店

9010001075825
支店長　今橋　一祥
石川県金沢市鞍月５－１８
１

一般競争入札 12,034,000 9,570,000 79.5%

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　令和1年7月25日～令和2年3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

令和1年7月24日 （株）ケイテック 7120001135545

代表取締役　川﨑　勉
大阪府大阪市中央区内本
町２－４－７大阪Ｕ２ビル３
Ｆ

一般競争入札 187,550,000 157,300,000 83.9%

滋賀職業能力開発促進センター多目的ホール外取
壊し工事設計監理業務
滋賀県大津市光が丘町３－１３
設計期間　令和1年7月27日～令和1年10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

令和1年7月26日
（株）水原建築設計事
務所

1160001008802

代表取締役社長　水原
脩
滋賀県彦根市長曽根南町
４４３

一般競争入札 - 1,925,000 -

福井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
福井県越前市行松町２５－１０
工期　令和1年8月2日～令和3年2月19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

令和1年8月1日
北陸電気工事（株）福
井支店

6230001003007

執行役員支店長　梶　政
雄
福井県福井市問屋町１－
１５８

一般競争入札 182,930,000 157,300,000 86.0%

沖縄職業能力開発大学校屋根等改修工事設計監
理業務
沖縄県沖縄市字池原２９９４－２
設計期間　令和1年8月8日～令和1年11月26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

令和1年8月7日 （有）宮森設計 9360002015142
代表取締役　宮城　守
沖縄県中頭郡北谷町字上
勢頭５５０－９１階

一般競争入札 - 6,380,000 -

広島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
広島県広島市中区光南５－２－６５
設計期間　令和1年8月23日～令和1年12月24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

令和1年8月22日 （株）Ｋ構造研究所 3240001003058
代表取締役　豊田　隆雄
広島県広島市南区金屋町
２－１５

一般競争入札 - 7,029,000 -

岩手職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事敷地調査業務
岩手県花巻市天下田６９－１
設計期間　令和1年8月29日～令和1年10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

令和1年8月28日
（株）共同地質コンパ
ニオン

9400001000537
代表取締役　田村　元伸
岩手県盛岡市川目１１－４
－２

一般競争入札 - 2,585,000 -
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雇用促進住宅大熊宿舎取壊し工事
福島県双葉郡大熊町大字下野上字原２９－２
工期　令和1年8月29日～令和2年3月18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

令和1年8月28日 石橋建設工業（株） 3380001009586
代表取締役　石橋　英雄
福島県本宮市高木字舟場
２５－８

一般競争入札 560,340,000 427,900,000 76.4%

和歌山職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他工事敷地調査業務
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間　令和1年9月4日～令和1年11月5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

令和1年9月3日 （株）日さく大阪支店 6030001009800

執行役員　支店長　高橋
克也
大阪府吹田市川岸町１１
－１

一般競争入札 - 7,337,000 -
　
　

障害者職業総合センターキャノピー及び外構改修
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　令和1年9月25日～令和2年2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

令和1年9月24日
（株）梶建築設計事務
所

8010001013901
代表取締役　金子　正
東京都千代田区麹町２－
４三誠堂ビル

一般競争入札 - 6,930,000 -
　
　

大分職業能力開発促進センター教室棟・実習場建
替その他工事に伴う地盤調査業務
大分県大分市皆春１４８３－１
設計期間　令和1年9月27日～令和1年11月11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

令和1年9月26日 八洲開発（株） 8330001004711
代表取締役　田北　廣
熊本県熊本市東区月出１
－１－５２

一般競争入札 - 5,478,000 -
　
　

宮城職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事敷地調査業務
宮城県多賀城市明月２－２－１
設計期間　令和1年9月27日～令和1年11月26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

令和1年9月26日
東友エンジニアリング
（株）

8370001009401
代表取締役　本間　史郎
宮城県仙台市青葉区小松
島１－７－２０

一般競争入札 - 4,224,000 -
　
　

山形職業能力開発促進センター本館建替その他工
事敷地調査業務
山形県山形市漆山１９５４
設計期間　令和1年9月27日～令和1年11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

令和1年9月26日
東友エンジニアリング
（株）

8370001009401
代表取締役　本間　史郎
宮城県仙台市青葉区小松
島１－７－２０

一般競争入札 - 5,093,000 -
　
　

旧雇用促進住宅石川宿舎取壊し工事設計監理業
務
福島県石川郡石川町字矢ノ目田２１－２
設計期間　令和1年10月1日～令和2年1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

令和1年9月30日 （株）山口設計 7380001017924
代表取締役　山口　一男
福島県会津若松市堤町１
１－９

一般競争入札 - 2,750,000 -

静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
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５
設計期間　令和1年10月16日～令和2年3月2日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月15日
（株）日建築設計事務
所

8080101004208
代表取締役　日吉　康行
静岡県御殿場市川島田４
２１－１

一般競争入札 - 5,390,000 -
　
　

高知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
高知県高知市桟橋通４－１５－６８
設計期間　令和1年10月16日～令和2年3月2日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月15日 （株）みやび設計 4490001001011
代表取締役　竹﨑　雅博
高知県高知市土居町５－
１

一般競争入札 - 3,630,000 -
　
　

新潟職業能力開発短期大学校屋根等改修工事設
計監理業務
新潟県新発田市新富町１－７－２１
設計期間　令和1年10月26日～令和2年2月20日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月25日 太陽設計（株） 6110001003068
代表取締役　菅原　真司
新潟県新潟市東区卸新町
２－２０６６－６

一般競争入札 - 2,387,000 -
　
　

青森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
青森県青森市中央３丁目２０－２
設計期間　令和1年10月29日～令和2年3月16日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月28日
（株）恒谷汲川建築設
計事務所

5410001006066
代表取締役　信濃屋　豊
久
秋田県大館市字桜町７

一般競争入札 - 7,150,000 -
　
　

釧路訓練センター屋根等改修工事設計監理業務
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
設計期間　令和1年10月30日～令和2年3月16日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月29日 （株）エイト設計 2430001032014
代表取締役　髙橋　忠明
北海道札幌市中央区大通
西１－１４－２

一般競争入札 - 4,708,000 -
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埼玉職業能力開発促進センター本館・１号館昇降機
設備更新工事設計監理業務
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８
設計期間　令和1年11月19日～令和2年3月30日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年11月18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 - 2,497,000 -
　
　

雇用促進住宅出来島宿舎取壊し工事（第１期）
大阪府大阪市西淀川区出来島１－２－３４
工期　令和2年1月17日～令和2年6月30日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年1月16日 日野建設工業（株） 8120101006018
代表取締役　日野　雅生
大阪府堺市西区浜寺石津
町西４－３－３

一般競争入札 54,505,000 38,170,000 70.0%
　
　

飯塚訓練センター屋根等改修工事設計監理業務
福岡県飯塚市大字柏の森８３－９
設計期間　令和2年3月27日～令和2年10月5日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年3月26日 ユニオン設計（株） 9290001010894
代表取締役　牛嶋　正雄
福岡県福岡市中央区薬院
１－６－５

一般競争入札 - 7,656,000 -
　
　

旧雇用促進住宅石川宿舎取壊し工事
福島県石川郡石川町字矢ノ目田２１－２
工期　令和2年3月31日～令和3年2月1日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年3月30日 三金興業（株） 7380001010193
代表取締役　金子　芳尚
福島県白河市新白河１－
７３

一般競争入札 191,070,000 185,680,000 97.2%
　
　

加圧給水装置更新工事（北海道職業能力開発促進
センター）
北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
工期　令和1年10月31日～令和2年2月26日

契約担当役支部長
門馬　直城
北海道職業能力開発促進センター
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
－１

令和1年10月30日 （株）東洋工業 5430001020651
代表取締役　内海　忠
北海道札幌市北区新川３
条４－５－１０

一般競争入札 3,259,300 2,662,000 81.7%
　
　

本館渡り廊下屋根等改修その他工事（旭川訓練セ
ンター）
北海道旭川市永山八条２０－３－１
工期　令和1年6月1日～令和1年10月3日

契約担当役支部長
門馬　直城
旭川訓練センター
北海道旭川市永山八条２０－３－１

平成31年4月25日 （株）菅原組 5450001001575
代表取締役　菅原　康晴
北海道旭川市１条通１０丁
目１５９番地

一般競争入札 20,410,516 19,764,000 96.8%
　
　

重機用軽油設備（軽油タンク）更新工事（釧路訓練
センター）
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
工期　令和1年10月24日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
門馬　直城
釧路訓練センター
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７

令和1年10月17日 太平洋設備（株） 8460001001068

代表取締役　小茄子川
充
北海道釧路市春採５丁目
１６番１７号

一般競争入札 2,450,800 2,035,000 83.0%
　
　

学生寮内暖房温水配管等改修工事（北海道能開
大）
北海道小樽市銭函３－１９０
工期　令和1年12月3日～令和2年9月16日

契約担当役支部長
門馬　直城
北海道職業能力開発大学校
北海道小樽市銭函３－１９０

令和1年11月26日
北海道三建サービス
工事（株）

2430001009111
代表取締役　寺本　明男
北海道札幌市北区北１５
条西２－１－１

一般競争入札 125,555,100 104,500,000 83.2%
　
　

ブロック塀撤去及び新設工事（青森障害者職業セン
ター）
青森県青森市緑２－１７－２
工期　令和1年6月13日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
柏野　慶太
青森障害者職業センター
青森県青森市緑２－１７－２

令和1年6月12日
ムラヤマ建設工業
（株）

1420001002076
代表取締役　村山　公之
青森県青森市幸畑字松元
８８－２１

一般競争入札 5,648,591 5,124,600 90.7%
　
　

融雪設備取替工事（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２０－１
工期　令和1年6月25日～令和1年10月28日

契約担当役支部長
柏野　慶太
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

令和1年6月24日 （株）東青設備工業 6420001002311
代表取締役　亀田　繁雄
青森県東津軽郡平内町大
字小湊字下槻１５－８

一般競争入札 23,474,000 20,867,000 88.9%
　
　

体育館床改修その他工事（青森短大）
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
工期　令和1年6月15日～令和1年9月27日

契約担当役支部長
柏野　慶太
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

令和1年6月14日 （有）ユニホーム 9420002003090
代表取締役　瓜田　松夫
青森県青森市大字新城字
平岡１５１－８０８

一般競争入札 59,648,000 40,214,880 67.4%
　
　

本庁舎屋根等改修工事設計監理業務（岩手障害者
職業センター）
岩手県盛岡市青山４－１２－３０
設計期間　令和1年6月28日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
須江　芳行
岩手障害者職業センター
岩手県盛岡市青山４－１２－３０

令和1年6月27日
（株）岡野建築設計事
務所

2011001004953
代表取締役　岡野　雄太
東京都渋谷区千駄ヶ谷四
丁目２０番９号

一般競争入札 - 1,588,480 -
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本庁舎屋根等改修工事（岩手障害者職業センター）
岩手県盛岡市青山４－１２－３０
工期　令和1年11月8日～令和2年2月14日

契約担当役支部長
須江　芳行
岩手障害者職業センター
岩手県盛岡市青山４－１２－３０

令和1年11月7日 藤正建設（株） 9400001005429

代表取締役社長　照井
正樹
岩手県花巻市桜木町２－
１６４

一般競争入札 21,384,000 20,768,000 97.1%
　
　

車庫シャッター改修工事（岩手障害者職業センター）
岩手県盛岡市青山４－１２－３０
工期　令和2年1月18日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
須江　芳行
岩手障害者職業センター
岩手県盛岡市青山４－１２－３０

令和2年1月17日 （株）五日市塗装工業 4400001000178
代表取締役　南　慎一
岩手県盛岡市みたけ三丁
目１８－１０

一般競争入札 1,362,460 902,000 66.2%
　
　

本館及び職業準備訓練室改修工事設計監理業務
（宮城障害者職業センター）
宮城県仙台市宮城野区幸町４‐６‐１
設計期間　令和1年9月5日～令和1年10月30日

契約担当役支部長
井上　和久
宮城障害者職業センター
宮城県仙台市宮城野区幸町４－６－１

令和1年9月4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 - 1,958,000 -
　
　

５号棟実習場外壁及び建具等改修工事（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
工期　令和1年11月12日～令和2年1月27日

契約担当役支部長
井上　和久
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

令和1年11月11日 アクトス建設（株） 6370001015104
代表取締役　庄司　知至
宮城県仙台市若林区上飯
田２－５－３４

一般競争入札 2,163,496 1,430,000 66.1%
　
　

学生寮空調設備改修工事（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期　令和1年5月15日～令和1年9月27日

契約担当役支部長
井上　和久
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

令和1年5月14日 （株）ユアテック 4370001006286
代表取締役　佐竹　勤
宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目１－１

一般競争入札 99,576,000 56,376,000 56.6%
　
　

学生寮屋根・外壁等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　令和1年12月19日～令和2年3月2日

契約担当役支部長
井上　和久
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

令和1年12月18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
号

一般競争入札 - 4,268,000 - 　
　

北側駐車場排水等改修工事設計監理業務（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
設計期間　令和1年7月2日～令和1年8月8日

契約担当役支部長
渡部　明
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

令和1年7月1日
秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627
理事長　石田　起徳
秋田県大館市字相染沢中
岱１５９－２

一般競争入札 - 972,000 -
　
　

灯油配管改修工事設計監理業務（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
設計期間　令和1年7月18日～令和1年8月16日

契約担当役支部長
渡部　明
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

令和1年7月17日
（株）恒谷汲川建築設
計事務所

5410001006066

代表取締役　信濃屋　豊
久
秋田県大館市字桜町７番
地

一般競争入札 - 669,600 -
　
　

北側駐車場排水等改修工事（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　令和1年9月12日～令和1年12月13日

契約担当役支部長
渡部　明
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

令和1年9月11日 むつみ建設（株） 9410001003522

代表取締役社長　佐々木
徹
秋田県潟上市天王字北野
２５６

一般競争入札 4,335,474 4,290,000 99.0%
　
　

施設設備修繕等工事（秋田短大）
秋田県大館市字扇田道下６－１
工期　令和1年6月4日～令和1年9月5日

契約担当役支部長
渡部　明
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

令和1年6月3日 （株）カンザイ 2410001006572
代表取締役　越後　健夫
秋田県鹿角市花輪字新田
町１６－４８

一般競争入札 16,130,880 10,789,200 66.9%
　
　

６号棟２階空調機器更新その他工事（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　令和1年8月31日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
高野　裕之
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番１４号

令和1年8月30日 コバックス（株） 7380001002042
代表取締役　小林　仁一
福島県福島市鳥谷野字扇
田２９番の１

一般競争入札 5,238,792 4,378,000 83.6%

エアコン（個別）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　令和1年9月6日～令和1年12月13日

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

令和1年9月5日 （株）東信空調 3370001005644
代表取締役　後藤　利夫
宮城県仙台市宮城野区中
野字神明１８５番地の４

一般競争入札 5,645,051 2,145,000 38.0%
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照明設備及びフェンス等改修工事（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２９
２
工期　令和1年5月28日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
高野　裕之
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

令和1年5月27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 25,563,255 19,386,000 75.8%
　
　

外壁劣化部補修等工事設計監理業務（茨城障害者
職業センター）
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６
設計期間　令和1年8月10日～令和2年3月31日

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

令和1年8月9日
（株）根本英建築設計
事務所

2050001009653
代表取締役　根本　裕子
茨城県土浦市湖北１丁目
７番９号

一般競争入札 - 1,265,000 -

受変電設備の撤去及び電源切替工事（茨城障害者
職業センター）
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６
工期　令和1年9月12日～令和1年10月31日

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

令和1年9月11日
（株）コーエーコーポ
レーション

7050001007974
代表取締役　塙　弘
茨城県笠間市笠間５２番
地１

一般競争入札 1,141,140 1,140,700 99.9%
　
　

外壁劣化部補修等工事（茨城障害者職業センター）
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６
工期　令和1年12月19日～令和2年3月13日

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

令和1年12月19日 （株）飯塚工務店 2050001008944
代表取締役　飯塚　一好
茨城県土浦市荒川沖５００
－３

一般競争入札 7,386,500 6,127,000 82.9%
　
　

駐車場等外壁修繕一式（茨城職業能力開発促進セ
ンター）
茨城県常総市水海道高野町５９１
工期　令和1年5月16日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
岡崎　健
茨城職業能力開発促進センター
茨城県常総市水海道高野町５９１

令和1年5月16日 （株）塚本建装 3050001015915

代表取締役社長　塚本
哲生
茨城県つくば市上ノ室３０
５０

一般競争入札 1,878,120 1,708,560 91.0%
　
　

１号棟空気調和設備（熱源設備）更新等工事設計監
理業務（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
設計期間　令和1年11月26日～令和3年3月14日

契約担当役支部長
石崎　智久
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

令和1年11月25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丁目１１－１９

一般競争入札 - 4,785,000 -
　
　

大学校１２号棟空調機更新、学生寮空調機新設工
事（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　令和1年5月22日～令和1年7月12日

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

令和1年5月21日 北斗管工（株） 5060001004048
代表取締役　中村　敬生
栃木県宇都宮市茂原２丁
目１２番２８号

一般競争入札 53,720,388 30,531,600 56.8%
　
　

大学校１０号棟天井新設工事（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１（１０号棟）
工期　令和1年6月27日～令和1年8月31日

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

令和1年6月26日 鯉沼工業（株） 6060001014244
代表取締役　鯉沼　利勝
栃木県小山市神鳥谷４丁
目１番４５号

一般競争入札 11,089,204 9,374,400 84.5%
　
　

大学校２号棟図書室等改修工事設計監理業務（関
東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１（２号棟図
書室等）
設計期間　令和1年8月7日～令和2年3月31日

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

令和1年8月6日 （株）マガミ企画設計 9060001024728
代表取締役　髙山　善樹
栃木県栃木市平柳町２－
１２－４３

一般競争入札 - 1,066,240 -

２号棟図書室等改修工事（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期　令和1年11月23日～令和2年2月21日

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

令和1年11月22日 鯉沼工業（株） 6060001014244
代表取締役　鯉沼　利勝
栃木県小山市神鳥谷４丁
目１番４５号

一般競争入札 17,620,575 15,730,000 89.3%
　
　

大学校５・１３・１４号棟空調設備機器更新工事設計
監理業務（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
設計期間　令和1年12月13日～令和2年2月12日

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

令和1年12月12日 （株）友水設計 1050001012419
代表取締役　友水　正志
茨城県石岡市若松３－１８
－４０　１０１号室

一般競争入札 - 1,485,000 -
　
　

受変電設備改修工事（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　令和1年6月3日～令和1年9月6日

契約担当役支部長
加藤　伸二
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

令和1年6月3日
ニットーエンジニアリ
ング（株）

8070001002485
代表取締役　狩野　忠男
群馬県前橋市大友町一丁
目５番地５

一般競争入札 4,627,376 3,240,000 70.0%
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本館棟内壁及び実習棟床等改修工事（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　令和1年6月27日～令和1年10月23日

契約担当役支部長
加藤　伸二
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

令和1年6月26日 （株）坂本工業 7070001009440
代表取締役　坂本　弘
群馬県高崎市中泉町６１１
番地１

一般競争入札 10,543,279 8,679,000 82.3%
　
　

高関職員宿舎屋外照明器具及びガス給湯器更新
整備並びにフェンス改修工事設計監理業務（群馬職
業能力開発促進センター）
群馬県高崎市高関町２４４－４
設計期間　令和1年7月27日～令和1年10月2日

契約担当役支部長
加藤　伸二
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

令和1年7月26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 - 1,067,000 -
　
　

乗附職員宿舎等解体・取壊し工事（群馬職業能力
開発促進センター）
群馬県高崎市乗附町１８５４－４８
工期　令和1年10月22日～令和2年1月20日

契約担当役支部長
加藤　伸二
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

令和1年10月21日 関東建設工業（株） 7070001009853
代表取締役　中島　直樹
群馬県安中市高別当３４７
番地１

一般競争入札 4,979,043 3,300,000 66.3%
　
　

高関職員宿舎屋外照明器具及びガス給湯器更新
整備並びにフェンス改修工事（群馬職業能力開発促
進センター）
群馬県高崎市高関町２４４－４
工期　令和1年11月19日～令和2年2月20日

契約担当役支部長
加藤　伸二
群馬職業能力開発促進センター
群馬県高崎市山名町９１８

令和1年11月18日 橋詰工業（株） 8070001002592
代表取締役　橋詰　一彦
群馬県前橋市千代田町一
丁目１４番１号

一般競争入札 5,305,300 3,487,000 65.7%
　
　

アスファルト防水及びシート防水工事に係る設計監
理業務（埼玉障害者職業センター）
埼玉県さいたま市桜区下大久保１３６－１
設計期間　令和1年7月16日～令和2年3月6日

契約担当役支部長
岩佐　純
埼玉障害者職業センター
埼玉県さいたま市桜区下大久保１３６－
１

令和1年7月12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メゾンブランジュ２０２

一般競争入札 - 1,196,800 -
　
　

アスファルト防水及びシート防水工事（埼玉障害者
職業センター）
埼玉県さいたま市桜区下大久保１３６－１
工期　令和1年11月26日～令和2年2月21日

契約担当役支部長
岩佐　純
埼玉障害者職業センター
埼玉県さいたま市桜区下大久保１３６－
１

令和1年11月25日 （有）ＫＩ防水 2050002025071
代表取締役　飯野　晃一
茨城県古河市上辺見９６８

一般競争入札 11,234,300 7,645,000 68.1%
　
　

ブロック塀取壊し及び改修工事に係る設計監理業
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　令和1年7月16日～令和2年3月11日

契約担当役支部長
岩佐　純
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

令和1年7月12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メゾンブランジュ２０２

一般競争入札 - 1,175,040 -
　
　

１号館及び２号館給湯器交換修繕工事（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
工期　令和1年9月13日～令和1年11月8日

契約担当役支部長
岩佐　純
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

令和1年9月12日 （株）金子設備 1030001041287
代表取締役　金子　光利
埼玉県上尾市小泉９－３
－１４

一般競争入札 3,113,000 1,320,000 42.4%
　
　

ブロック塀取壊し及び改修工事（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
工期　令和1年11月14日～令和2年2月26日

契約担当役支部長
岩佐　純
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

令和1年11月13日 （有）矢島工業 3030002075381
代表取締役　矢島　良治
埼玉県川越市谷中２１

一般競争入札 8,492,000 7,260,000 85.5%
　
　

照明ＬＥＤ化工事（千葉障害者職業センター）
千葉県千葉市美浜区幸町１－１－３
工期　令和1年10月9日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
永野　朝子
千葉障害者職業センター
千葉県千葉市美浜区幸町１－１－３

令和1年10月8日 （有）新栄電気 9040002097072
代表取締役　中村　一雄
千葉県野田市山﨑２７２１
－２４

一般競争入札 6,677,000 4,827,900 72.3%
　
　

本館トイレ改修及び照明器具更新その他工事（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　外１箇所
工期　令和1年6月20日～令和1年11月29日

契約担当役支部長
永野　朝子
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

令和1年6月19日 （株）鈴木電気 2040001020867
代表取締役　鈴木　利雄
千葉県八千代市萱田２２１
４番地

一般競争入札 114,400,000 90,200,000 78.8%
　
　

ＭＥ実習棟屋根及び外壁等改修その他工事（君津
訓練センター）
千葉県君津市坂田４２８
工期　令和1年6月14日～令和1年9月25日

契約担当役支部長
永野　朝子
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和1年6月13日 （株）キミツ鐵構建設 3040001050541
代表取締役　松本　正樹
千葉県木更津市中央１－
５－９

一般競争入札 23,509,656 20,714,400 88.1%
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男子トイレ小便器等改修工事設計監理業務（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31年4月26日～令和1年6月26日

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

平成31年4月25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 - 1,283,840 -
　
　

土気職員宿舎取壊工事設計監理業務（千葉短大）
千葉県千葉市緑区あすみが丘２丁目７－１１
設計期間　令和1年7月18日～令和1年9月17日

契約担当役支部長
永野　朝子
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

令和1年7月17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 - 652,800 -
　
　

フェンス新設工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期　令和1年7月23日～令和1年11月29日

契約担当役支部長
永野　朝子
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

令和1年7月22日 白戸工業（株） 3040001003474
代表取締役　白戸　孝夫
千葉県千葉市中央区道場
南２－１２－１７

一般競争入札 13,282,500 12,842,500 96.7%
　
　

土気職員宿舎取壊工事（千葉短大）
千葉県千葉市緑区あすみが丘２丁目７－１１
工期　令和2年1月16日～令和2年3月16日

契約担当役支部長
永野　朝子
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

令和2年1月15日 （株）ハマダ 9040001050858
代表取締役　四宮　清志
千葉県木更津市潮見４－
１４－９

一般競争入札 4,169,929 2,860,000 68.6%
　
　

学生寮内装等改修工事（職業大）
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　令和1年6月18日～令和1年12月6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

令和1年6月17日 （株）清水建設工業 8012701000443
代表取締役　清水　邦明
東京都小平市花小金井７
－３－２４

一般競争入札 39,458,903 30,569,000 77.5%
　
　

自動火災報知設備更新工事（職業大）
東京都小平市小川西町２－３２－１
工期　令和1年6月18日～令和1年12月6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

令和1年6月17日 ニッタン（株） 3011001017236
代表取締役　板倉　秀樹
東京都渋谷区笹塚１丁目
５４番５号

一般競争入札 44,881,042 11,440,000 25.5%
　
　

照明器具の更新及び間仕切設置工事（神奈川障害
者職業センター）
神奈川県相模原市南区桜台１３－１
工期　令和1年10月1日～令和1年12月20日

契約担当役支部長
下町　弘和
神奈川障害者職業センター
神奈川県相模原市南区桜台１３－１

令和1年9月30日 （株）オカモト 6021001011565
代表取締役　髙野　優
神奈川県相模原市中央区
宮下本町２丁目４０番５号

一般競争入札 5,368,000 3,746,600 69.8%
　
　

駐車場マーカー取付工事（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　令和1年5月24日～令和1年7月12日

契約担当役支部長
下町　弘和
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

令和1年5月23日 高尾工業（株） 7020001007647
代表取締役　溝越　ひとみ
神奈川県横浜市戸塚区上
矢部町３１５番地

一般競争入札 1,555,200 1,555,200 100.0%
　
　

本館食堂空調設備更新工事設計監理業務（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
設計期間　令和1年12月10日～令和2年3月25日

契約担当役支部長
下町　弘和
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

令和1年12月9日 （株）開匠建築設計 4021001011625
代表取締役　千葉　昭弘
神奈川県相模原市中央区
並木３－１８－３０

一般競争入札 - 2,956,800 -
　
　

本館２階２３９・２４１室間仕切り改修工事（関東職業
能力開発促進センター）
神奈川県横浜市旭区南希望ケ丘７８
工期　令和2年1月8日～令和2年3月23日

契約担当役支部長
下町　弘和
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

令和2年1月7日 高尾工業（株） 7020001007647
代表取締役　溝越　ひとみ
神奈川県横浜市戸塚区上
矢部町３１５番地

一般競争入札 1,360,700 1,360,700 100.0%
　
　

学生寮トイレ水栓改修外工事設計監理業務（新潟
短大）
新潟県新発田市新富町１－７－２１
設計期間　令和1年5月11日～令和1年6月24日

契約担当役支部長
土井　晴雄
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

令和1年5月10日 （株）タキザワ設計 8110001003132
代表取締役　滝沢　誠
新潟県新潟市中央区笹口
３丁目７番地１１

一般競争入札 - 1,155,600 -
　
　

学生寮トイレ水栓改修外工事（新潟短大）
新潟県新発田市新富町１－７－２１
工期　令和1年8月10日～令和2年1月24日

契約担当役支部長
土井　晴雄
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

令和1年8月9日 新発田建設（株） 4110001012624

代表取締役社長　渡辺
明紀
新潟県新発田市富塚１９４
２番地

一般競争入札 7,425,000 7,260,000 97.8%
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高圧ケーブル入替工事（富山職業能力開発促進セ
ンター）
富山県高岡市八ケ５５－８
工期　令和1年10月26日～令和1年11月3日

契約担当役支部長
相楽　智輝
富山職業能力開発促進センター
富山県高岡市八ヶ５５

令和1年9月30日 （株）クリシマ 5230001009962
代表取締役　栗嶋　豊明
富山県高岡市清水町２丁
目８－１０

一般競争入札 1,441,000 1,419,000 98.5%
　
　

第１実習棟造形実習場及び精密鋳造室の改修工事
設計監理業務（富山職業能力開発促進センター）
富山県高岡市八ケ５５－８
設計期間　令和1年10月16日～令和1年12月20日

契約担当役支部長
相楽　智輝
富山職業能力開発促進センター
富山県高岡市八ヶ５５

令和1年10月15日
奥村公一級建築士事
務所

特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　奥村　公
富山県射水市沖塚原３３６

一般競争入札 - 2,178,000 -
　
　

中央監視装置・空調設備更新及び構内舗装工事
（北陸能開大）
富山県魚津市川縁１２８９－１
工期　令和1年7月27日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
相楽　智輝
北陸職業能力開発大学校
富山県魚津市川縁１２８９－１

令和1年7月26日 八倉巻建設
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

社長　八倉巻　仁志
富山県滑川市三ケ２４５７
番地

一般競争入札 58,258,856 52,250,000 89.7%
　
　

照明設備更新外工事（福井障害者職業センター）
福井県福井市光陽２－３－３２
工期　令和1年11月6日～令和2年1月17日

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

令和1年11月5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 8,980,400 8,910,000 99.2%
　
　

屋上タラップ工事（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　令和2年1月18日～令和2年3月17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

令和2年1月17日 北信土建（株） 9100001003108
代表取締役　野澤　敏
長野県長野市中御所３－
７－１４

一般競争入札 1,010,009 825,000 81.7%
　
　

大教室外天井改修その他工事設計監理業務（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　令和1年5月24日～令和1年8月23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

令和1年5月23日
ケイアーキテクツ合
同会社

7100003004048
代表　小林　秀行
長野県松本市中央４－５
－３５鋳物会館２階

一般競争入札 - 1,704,590 -
　
　

大教室外天井改修その他工事（松本訓練センター）
長野県松本市大字寿豊丘字１１９５
工期　令和1年10月12日～令和1年12月11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

令和1年10月11日 川窪建設（株） 9100001015425

代表取締役　川窪　勇起
男
長野県松本市桐３－１－１
４

一般競争入札 8,491,884 8,217,000 96.8%
　
　

本館棟揚水ポンプ更新工事（松本訓練センター）
長野県松本市大字寿豊丘字１１９５
工期　令和1年10月18日～令和1年12月17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

令和1年10月17日
（株）アシスト＆ソ
リューション

5100001013481
代表取締役　古畑　俊明
長野県松本市野溝西２丁
目２番３２号

一般競争入札 2,186,954 1,320,000 60.4%
　
　

ブロック塀取壊しその他工事設計監理業務（岐阜職
業能力開発促進センター）
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３－１
設計期間　令和1年9月20日～令和2年3月31日

契約担当役支部長
中谷　誠次
岐阜職業能力開発促進センター
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和1年9月19日 （株）熊谷設計 1200001023227
代表　稲垣　達也
岐阜県多治見市上野町１
－２６カサヒカリⅡ２０２

一般競争入札 - 1,518,000 -
　
　

ブロック塀取壊しその他工事（岐阜職業能力開発促
進センター）
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３－１
工期　令和1年12月18日～令和2年3月27日

契約担当役支部長
中谷　誠次
岐阜職業能力開発促進センター
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和1年12月17日 大井建設（株） 7180001024940
代表取締役　亀井　茂
愛知県名古屋市西区上名
古屋三丁目２０番２号

一般競争入札 10,565,905 10,230,000 96.8%
　
　

５号館ＮＣタイプ室拡張工事（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　令和2年1月28日～令和2年3月27日

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

令和2年1月28日 加藤建設（株） 7200001015945
代表取締役　森　晃廣
岐阜県揖斐郡揖斐川町春
日小宮神１１５８番地の１

一般競争入札 3,482,380 3,469,400 99.6%
　
　

空調機改修工事設計監理業務（中部職業能力開発
促進センター）
愛知県小牧市下末１６３６－２
設計期間　令和1年8月20日～令和1年10月17日

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

令和1年8月20日 （株）山本建築設計 1180001077762
代表取締役　山本　典男
愛知県小牧市大字東田中
２４７６－１

一般競争入札 - 2,420,000 -



(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

東側フェンス設置等工事（名古屋港湾労働分所）
愛知県名古屋市港区潮凪町３
工期　令和1年12月6日～令和2年2月21日

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

令和1年12月5日 （株）杉本組 2180001037121
代表取締役　杉本　高男
愛知県名古屋市中区正木
４－１０－１５

一般競争入札 6,664,509 6,600,000 99.0%
　
　

空調機改修工事（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　令和2年1月7日～令和2年4月30日

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

令和2年1月6日 （株）三栄空調 6180301013999
代表取締役　杉浦　正幸
愛知県刈谷市大正町５丁
目３１５番地

一般競争入札 38,638,144 26,928,000 69.7%
　
　

北実習場橋型クレーン撤去等工事（名古屋港湾労
働分所）
愛知県名古屋市港区潮凪町３
工期　令和2年1月11日～令和2年2月28日

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

令和2年1月10日
（有）東海維持管理興
業

6180002086502
代表取締役　田端　浩之
愛知県半田市瑞穂町５丁
目５番２１

一般競争入札 6,179,770 5,137,000 83.1%
　
　

本館棟１階男女トイレ等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　令和1年5月24日～令和1年8月9日

契約担当役支部長
斉藤　正博
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

令和1年5月23日 藤川設計（株） 3190001000928
代表取締役　藤川　啓志
三重県津市港町１９番１２
号

一般競争入札 - 1,360,000 -
　
　

１号職員宿舎外構改修工事（三重職業能力開発促
進センター）
三重県四日市市室山町４５３－７
工期　令和1年6月4日～令和1年9月13日

契約担当役支部長
斉藤　正博
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

令和1年6月3日 （有）浜村工務店 7190002006887
代表取締役　浜村　弘司
三重県鈴鹿市南玉垣町６
５１３－１

一般競争入札 3,072,597 3,024,000 98.4%
　
　

受講生駐車場東側他ブロック塀改修工事（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　令和1年6月15日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
斉藤　正博
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

令和1年6月14日 （株）近藤建設 7190001007218
代表取締役　近藤　隆男
三重県伊勢市上地町３６０
４－１

一般競争入札 5,298,480 2,045,520 38.6%
　
　

本館棟１階男女トイレ等改修工事（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　令和1年10月1日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
斉藤　正博
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

令和1年9月30日 （株）近藤建設 7190001007218
代表取締役　近藤　隆男
三重県伊勢市上地町３６０
４－１

一般競争入札 5,261,300 5,225,000 99.3%
　
　

渡り廊下塗装その他改修工事（伊勢訓練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
工期　令和1年7月6日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
斉藤　正博
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和1年7月5日 （株）近藤建設 7190001007218
代表取締役　近藤　隆男
三重県伊勢市上地町３６０
４－１

一般競争入札 18,644,580 6,732,000 36.1%
　
　

西側道路境界沿ブロックフェンス改修工事設計監理
業務（伊勢訓練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
設計期間　令和1年7月25日～令和1年9月11日

契約担当役支部長
斉藤　正博
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和1年7月24日
一級建築士事務所西
井設計（株）

9190001019376

代表取締役　西井　一比
古
三重県伊勢市一之木１丁
目６番８号

一般競争入札 - 1,033,600 -
　
　

西側道路境界沿ブロックフェンス改修工事（伊勢訓
練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
工期　令和1年11月5日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
斉藤　正博
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和1年11月5日 吉田産業（株） 7190001007151
代表取締役　吉田　尚由
三重県度会郡玉城町長更
３９０

一般競争入札 13,200,775 10,428,000 79.0%
　
　

本館空調機器更新及び各種トイレ改修工事設計監
理業務（伊勢訓練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
設計期間　令和1年12月27日～令和2年3月13日

契約担当役支部長
斉藤　正博
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和1年12月26日
一級建築士事務所西
井設計（株）

9190001019376

代表取締役　西井　一比
古
三重県伊勢市一之木１丁
目６番８号

一般競争入札 - 3,190,000 -
　
　

本館Ａ棟空調設備等改修工事設計監理業務（滋賀
短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
設計期間　令和1年9月27日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
田辺　豪
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

令和1年9月26日
（株）水原建築設計事
務所

1160001008802

代表取締役社長　水原
脩
滋賀県彦根市長曽根南町
４４３番地

一般競争入札 - 4,708,000 -
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茨木職員宿舎屋上防水工事（関西職業能力開発促
進センター）
大阪府摂津市三島１－２－１
工期　令和1年11月26日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
古内　忍
関西職業能力開発促進センター
大阪府摂津市三島１－２－１

令和1年11月25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 22,321,289 16,060,000 71.9%
　
　

放送設備改修工事（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　令和1年7月5日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
古内　忍
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

令和1年7月4日 （有）福栄 5120102021522
代表取締役　牧野　正浩
大阪府岸和田市尾生町５
０２番地の１

一般競争入札 3,426,500 2,310,000 67.4%
　
　

各室内装改修工事（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　令和1年8月24日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
古内　忍
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

令和1年8月23日 （株）フレイム 4120001070092
代表取締役　青井　隆典
大阪府大阪市阿倍野区昭
和町２丁目１番５号

一般競争入札 4,254,816 4,070,000 95.7%

春木職員宿舎屋外物置・門扉改修工事（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　令和1年9月11日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
古内　忍
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

令和1年9月10日 （株）創建 8120101003956
代表取締役　竹内　伸雄
大阪府堺市西区鳳西町２
丁２５番地の１５

一般競争入札 3,238,269 2,123,000 65.6%
　
　

レイアウト変更及び附帯設備改修工事設計監理業
務（兵庫障害者職業センター）
兵庫県神戸市灘区大内通５－２－２
設計期間　令和1年5月30日～令和1年7月12日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
兵庫障害者職業センター
兵庫県神戸市灘区大内通５－２－２

令和1年5月29日 ＩＳ建築設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　市場　則行
兵庫県尼崎市富松町３丁
目１２番１１号

一般競争入札 - 1,944,000 -
　
　

第１実習棟照明器具改修工事（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
工期　平成31年4月27日～令和1年8月30日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
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

平成31年4月26日 （株）板倉通信 5140001047682
代表取締役　板倉　功
兵庫県尼崎市東七松町１
－１－１０

一般競争入札 38,208,240 19,344,960 50.6%
　
　

金属加工実習場照明器具外改修工事の設計監理
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　令和1年5月8日～令和1年6月17日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
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

令和1年5月7日 ＩＳ建築設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　市場　則行
兵庫県尼崎市富松町３丁
目１２番１１号

一般競争入札 - 1,274,400 -
　
　

金属加工実習場照明器具外改修工事（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
工期　令和1年8月2日～令和1年10月25日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
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

令和1年8月1日 旭建設（株） 2140001047413

代表取締役　高橋　健一
郎
兵庫県尼崎市西桜木町１
４番地

一般競争入札 9,523,800 8,910,000 93.6%

建築倉庫改修工事（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
工期　令和1年9月27日～令和1年10月17日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
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

令和1年9月26日 旭建設（株） 2140001047413

代表取締役　高橋　健一
郎
兵庫県尼崎市西桜木町１
４番地

一般競争入札 4,245,145 4,059,000 95.6%
　
　

第１・第２実習場外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31年4月25日～令和1年7月10日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

平成31年4月24日 ＩＳ建築設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　市場　則行
兵庫県尼崎市富松町３丁
目１２番１１号

一般競争入札 - 1,593,000 -
　
　

実習便所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　令和1年6月27日～令和2年2月10日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

令和1年6月26日 ＩＳ建築設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　市場　則行
兵庫県尼崎市富松町３丁
目１２番１１号

一般競争入札 - 1,911,600 -
　
　

第１・第２実習場外改修工事（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　令和1年8月31日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

令和1年8月30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豊富
３１０９－２

一般競争入札 22,349,470 13,530,000 60.5%
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実習場便所改修工事（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　令和1年10月12日～令和2年1月27日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

令和1年10月11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豊富
３１０９－２

一般競争入札 17,931,100 17,138,000 95.6%
　
　

本館玄関ホール外改修工事（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　令和1年12月13日～令和2年2月14日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
加古川訓練センター
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－
１

令和1年12月12日 （有）藤田設備 4140002033096
取締役　藤田　佳久
兵庫県姫路市飾磨区今在
家１０１３－８

一般競争入札 9,064,000 5,467,330 60.3%
　
　

地盤沈下対策工事設計監理業務（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　令和1年7月26日～令和2年2月21日

契約担当役支部長
奥谷　久伸
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

令和1年7月26日 （有）桑山 7140002066366
代表取締役　桑山　保義
兵庫県伊丹市中野東１－
２９８

一般競争入札 - 1,382,400 -
　
　

フェンス撤去新設及びブロック下地壁補修等工事
（奈良障害者職業センター）
奈良県奈良市四条大路４－２－４
工期　令和1年12月27日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
田中　信行
奈良障害者職業センター
奈良県奈良市四条大路４－２－４

令和1年12月26日
（株）シマダコーポ
レーション

8150001001033
代表取締役　島田　和明
奈良県奈良市南城戸町４
５－３

一般競争入札 3,498,326 3,252,700 93.0%
　
　

トイレ壁面改修工事（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　令和2年2月7日～令和2年3月31日

契約担当役支部長
吉野　聡一
和歌山障害者職業センター
和歌山県和歌山市太田１３０－３

令和2年2月6日 栄建工業（株） 5170001000366
代表取締役　宮本　一宏
和歌山県和歌山市園部１
３５３番地の１２

一般競争入札 2,083,400 1,834,800 88.1%
　
　

第３・６実習棟屋根等工事設計監理業務（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　令和1年12月6日～令和3年3月31日

契約担当役支部長
吉野　聡一
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

令和1年12月5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 - 2,714,800 -
　
　

屋根等改修工事設計監理業務（鳥取障害者職業セ
ンター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
設計期間　平成31年4月2日～令和2年1月10日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

平成31年4月1日 （株）白兎設計事務所 2270001000615

代表取締役社長　霜村
將博
鳥取県鳥取市西町２－１２
３

一般競争入札 - 2,448,000 -
　
　

フェンス外改修工事（鳥取障害者職業センター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
工期　平成31年4月2日～令和1年7月26日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

平成31年4月1日 （株）昭和工業 2270001000342
代表取締役　森田　正美
鳥取県鳥取市安長２０６番
地

一般競争入札 9,990,000 6,264,000 62.7%
　
　

屋根等改修工事（鳥取障害者職業センター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
工期　令和1年9月14日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

令和1年9月13日 ハレル（株） 9270002011076
代表取締役　三嶋　新二
鳥取県倉吉市海田西町１
－１６２

一般競争入札 18,303,670 17,050,000 93.2%
　
　

外灯等改修工事（鳥取障害者職業センター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
工期　令和1年12月5日～令和2年3月25日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

令和1年12月4日 （有）トータル住建 8270002001549
代表取締役　竹内　誠治
鳥取県鳥取市布勢７０番
地１０

一般競争入札 2,442,000 1,980,000 81.1%
　
　

外灯改修工事（鳥取職業能力開発促進センター）
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１
工期　平成31年4月24日～令和1年7月31日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取職業能力開発促進センター
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１

平成31年4月23日 扶桑電気工事（有） 1270002001299
代表取締役　中村　篤雄
鳥取県鳥取市商栄町１６７

一般競争入札 7,968,014 5,378,400 67.5%
　
　

Ａ棟天井設置等改修工事設計監理業務（鳥取職業
能力開発促進センター）
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１
設計期間　令和1年12月3日～令和2年9月30日

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取職業能力開発促進センター
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１

令和1年12月2日 （株）白兎設計事務所 2270001000615

代表取締役社長　霜村
將博
鳥取県鳥取市西町２－１２
３

一般競争入札 - 3,740,000 -
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電工実習場外改修工事（米子訓練センター）
鳥取県米子市古豊千５２０
工期　令和1年5月10日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
田中　賢一
米子訓練センター
鳥取県米子市古豊千５２０

令和1年5月9日 （有）トータル住建 8270002001549
代表取締役　竹内　誠治
鳥取県鳥取市布勢７０番
地１０

一般競争入札 22,356,000 13,932,000 62.3%
　
　

第２実習場外空調設備機器更新工事設計監理業務
（米子訓練センター）
鳥取県米子市古豊千５２０
設計期間　令和1年12月20日～令和2年10月31日

契約担当役支部長
田中　賢一
米子訓練センター
鳥取県米子市古豊千５２０

令和1年12月19日 （株）あおい総合設計 8270001003224
代表取締役　浦川　英敏
鳥取県鳥取市皆生６丁目
１番２５号

一般競争入札 - 1,320,000 -
　
　

多目的ホール・駐車場水銀灯更新工事（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　令和1年12月27日～令和2年2月20日

契約担当役支部長
大屋　健一
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

令和1年12月26日 （株）内村電機工務店 2280001003105

代表取締役社長　内村
哲也
島根県出雲市今市町１１５
４番地１０

一般競争入札 3,554,980 3,520,000 99.0%
　
　

集塵装置撤去工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　令和1年6月11日～令和1年9月17日

契約担当役支部長
大屋　健一
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

令和1年6月10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１０
０６

一般競争入札 5,562,702 5,292,000 95.1%
　
　

実験・実習棟外トイレ改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　令和1年6月11日～令和1年11月8日

契約担当役支部長
大屋　健一
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

令和1年6月10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１３３
３番地

一般競争入札 35,021,618 34,650,000 98.9%
　
　

ポール式外灯更新工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
工期　令和1年6月19日～令和1年9月17日

契約担当役支部長
大屋　健一
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

令和1年6月18日 浜田電気工事（株） 5280001004380
代表取締役　木屋　剛
島根県浜田市殿町５１－２
２

一般競争入札 18,097,992 14,148,000 78.2%
　
　

機械実習場外内部改修その他工事（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　令和1年5月24日～令和1年11月15日

契約担当役支部長
藤浪　栄一
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

令和1年5月23日 （株）山本工務店 4260001020323
代表取締役　山本　幸治
岡山県津山市横山３９９－
１

一般競争入札 28,930,000 21,450,000 74.1%
　
　

建築施工実習場外屋根改修その他工事設計監理
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　令和1年12月12日～令和2年3月23日

契約担当役支部長
藤浪　栄一
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

令和1年12月11日 （株）綜合設計 4260001003798
代表取締役　井上　元
岡山県岡山市北区今保１
８５－８

一般競争入札 - 2,706,000 -
　
　

１号棟内部改修工事（中国能開大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
工期　令和1年6月19日～令和1年10月31日

契約担当役支部長
藤浪　栄一
中国職業能力開発大学校
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１

令和1年6月18日 三宅建設（株） 5260001014968
代表取締役　三宅　博雄
岡山県倉敷市笹沖３７４番
地１

一般競争入札 43,120,095 37,400,000 86.7%
　
　

照明及び給排水設備改修工事（福山短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
工期　令和1年7月12日～令和1年10月31日

契約担当役支部長
小竹　昌弘
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

令和1年7月11日 （株）中電工 9240001006971
取締役社長　迫谷　章
広島県広島市中区小網町
６番１２号

一般競争入札 17,957,500 8,030,000 44.7%
　
　

学生寮受水槽更新工事設計監理業務（福山短大）
広島県福山市北本庄４－５－４
設計期間　令和1年9月13日～令和1年11月5日

契約担当役支部長
小竹　昌弘
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

令和1年9月12日 （株）佐藤設計 7240001030701
代表取締役　佐藤　慶和
広島県福山市千代田町一
丁目１６番２１号

一般競争入札 - 1,474,000 -
　
　

学生寮受水槽更新工事（福山短大）
広島県福山市北本庄４－５－４
工期　令和1年12月28日～令和2年3月27日

契約担当役支部長
小竹　昌弘
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

令和1年12月27日
（株）タイトー設備工
業

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

一般競争入札 11,678,700 5,441,700 46.6%
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構内通路舗装改修その他工事の設計監理業務（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
設計期間　令和1年6月5日～令和2年2月14日

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

令和1年6月4日
（株）藤田建築設計事
務所

6250001008318
代表取締役　藤田　忠義
山口県長門市仙崎４２９５
－８

一般競争入札 - 1,740,800 -
　
　

構内通路舗装改修その他工事（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　令和1年11月1日～令和2年1月31日

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

令和1年10月31日 平和建設（株） 9250001010089
代表取締役　太田　浩二
山口県周南市川手１－４
－１

一般競争入札 19,448,000 18,986,000 97.6%
　
　

５階空調設備改修工事（徳島障害者職業センター）
徳島県徳島市出来島本町１－５
工期　平成31年4月6日～令和1年7月1日

契約担当役支部長
柴原　俊行
徳島障害者職業センター
徳島県徳島市出来島本町１－５

平成31年4月5日 東和工業（株） 5480001001795
代表取締役　阿部　和美
徳島県徳島市昭和町４丁
目１２番地

一般競争入札 9,828,000 9,180,000 93.4%
　
　

徳島能開センター職員宿舎（北沖洲）取壊し工事
（徳島職業能力開発促進センター）
徳島県徳島市北沖洲１丁目２－６
工期　令和1年10月2日～令和1年12月16日

契約担当役支部長
柴原　俊行
徳島職業能力開発促進センター
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０

令和1年10月1日 （株）三木組 8480001007831
代表取締役　日野　陽一
徳島県吉野川市川島町桑
村６２５

一般競争入札 6,985,000 6,908,000 98.9%
　
　

共同実験棟外内部改修工事（四国能開大）
香川県丸亀市郡家町３２０２
工期　令和1年10月1日～令和2年4月30日

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

令和1年9月30日 新英工業（株） 9470001002023
代表取締役　鈴木　英敬
香川県高松市茜町２０番１
４号

一般競争入札 85,250,000 70,950,000 83.2%
　
　

屋上等改修工事設計監理業務（愛媛障害者職業セ
ンター）
愛媛県松山市若草町７－２
設計期間　令和1年9月20日～令和1年10月18日

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

令和1年9月19日 （株）根津設計 5500001006718
代表取締役　仁賀　由憲
愛媛県松山市竹原２丁目
１３－２４

一般競争入札 - 1,485,000 -
　
　

屋上等改修工事（愛媛障害者職業センター）
愛媛県松山市若草町７－２
工期　令和1年12月3日～令和2年3月20日

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

令和1年12月2日 （株）ナカタ 7500002008752
代表取締役　中田　等士
愛媛県松山市余戸南２丁
目２－２８

一般競争入札 9,154,200 8,420,500 92.0%
　
　

屋根防水改修工事設計監理業務（高知障害者職業
センター）
高知県高知市大津甲７７０－３
設計期間　令和1年6月26日～令和1年8月9日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
高知障害者職業センター
高知県高知市大津甲７７０－３

令和1年6月25日 （株）みやび設計 4490001001011
代表取締役　竹﨑　雅博
高知県高知市土居町５番
１号

一般競争入札 - 870,400 -
　
　

屋根防水改修工事（高知障害者職業センター）
高知県高知市大津甲７７０－３
工期　令和1年9月28日～令和1年11月29日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
高知障害者職業センター
高知県高知市大津甲７７０－３

令和1年9月27日 （有）ヨシコー建設 4490002005515
取締役　田畑　喜幸
高知県高知市二葉町４番
３－１０２号

一般競争入札 13,123,000 8,140,000 62.0%
　
　

Ｂ棟外ＬＥＤ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　令和1年12月3日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
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

令和1年12月2日 （株）みやび設計 4490001001011
代表取締役　竹﨑　雅博
高知県高知市土居町５番
１号

一般競争入札 - 1,650,000 -
　
　

空調設備改修その他工事（高知短大）
高知県香南市野市町西野１５９５－１
工期　令和1年6月7日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
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

令和1年6月6日 高栄設備（有） 5490002001587
代表取締役　高橋　巌
高知県高知市西秦泉寺４
１９番地１６

一般競争入札 44,593,200 32,918,400 73.8%
　
　

昇降機設備改修工事設計監理業務（高知短大）
高知県香南市野市町西野１５９５－１
設計期間　令和1年12月3日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
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

令和1年12月2日 （株）ＭＡ設計事務所 4490001000178
代表取締役　信清　和呂
高知県高知市北川添１２
番１９号

一般競争入札 - 1,408,000 -
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空調設備改修工事設計監理業務（高知短大）
高知県香南市野市町西野１５９５－１
設計期間　令和1年12月11日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
脇尾　一仁
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

令和1年12月10日 （株）ＭＡ設計事務所 4490001000178
代表取締役　信清　和呂
高知県高知市北川添１２
番１９号

一般競争入札 - 1,958,000 -
　
　

外壁補修屋上防水内装補修その他工事設計監理
業務（福岡障害者職業センター北九州支所）
福岡県北九州市小倉北区萩崎町１－２７
設計期間　令和1年8月6日～令和1年9月30日

契約担当役支部長
阿部　貴彦
福岡障害者職業センター
福岡県福岡市中央区赤坂１－６－１９
ワークプラザ赤坂５階

令和1年8月5日
（株）建設環境コンサ
ルティング

8120001143852
代表取締役　茶家　義明
大阪府大阪市中央区北浜
東４－３３北浜ネクスビル

一般競争入札 - 1,599,360 -

外壁補修・屋上防水・内装補修その他工事（福岡障
害者職業センター北九州支所）
福岡県北九州市小倉北区萩崎町１－２７
工期　令和1年12月5日～令和2年2月12日

契約担当役支部長
阿部　貴彦
福岡障害者職業センター
福岡県福岡市中央区赤坂１－６－１９
ワークプラザ赤坂５階

令和1年12月4日 エイケン塗装工業
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　上田　栄吾
福岡県田川市川宮１７８２
－４

一般競争入札 14,385,694 9,823,000 68.3%
　
　

Ｇ棟・Ｉ棟・Ｍ棟・体育館照明更新その他工事（九州
能開大）
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
工期　令和1年6月10日～令和1年12月13日

契約担当役支部長
阿部　貴彦
九州職業能力開発大学校
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－
１

令和1年6月7日 大一電設（株） 2290801005489
代表取締役　金谷　雄一
福岡県北九州市門司区松
原１－１－９

一般競争入札 63,000,363 32,824,000 52.1%
　
　

Ｃ棟屋上防水層改修その他工事設計監理業務（九
州能開大）
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
設計期間　令和2年2月11日～令和2年3月30日

契約担当役支部長
阿部　貴彦
九州職業能力開発大学校
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－
１

令和2年2月10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 - 3,575,000 -
　
　

カーペット張替及び引き戸改修工事（佐賀障害者職
業センター）
佐賀県佐賀市天祐１－８－５
工期　令和1年10月9日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
本田　壮一
佐賀障害者職業センター
佐賀県佐賀市天祐１－８－５

令和1年10月8日 （株）前田建設 4300001000915
代表取締役　前田　健寛
佐賀県佐賀市高木瀬町大
字長瀬２５０２番地１７

一般競争入札 6,678,384 6,490,000 97.2%
　
　

本館屋根等改修工事設計監理業務（長崎障害者職
業センター）
長崎県長崎市茂里町３－２６
設計期間　平成31年4月10日～令和1年6月28日

契約担当役支部長
河野　晶裕
長崎障害者職業センター
長崎県長崎市茂里町３－２６

平成31年4月9日
（株）アトリエ・プラン
ニング

9310001008663

代表取締役　林田　佐重
喜
長崎県大村市古賀島町５
０１－５

一般競争入札 - 1,632,000 -
　
　

本館屋根等改修工事（長崎障害者職業センター）
長崎県長崎市茂里町３－２６
工期　令和1年8月28日～令和1年12月13日

契約担当役支部長
河野　晶裕
長崎障害者職業センター
長崎県長崎市茂里町３－２６

令和1年8月27日 （株）親和土建 6310001000870
代表取締役　川島　邦元
長崎県長崎市魚の町３番
３６号

一般競争入札 14,275,800 10,626,000 74.4%

住宅実習場庇設置その他改修工事（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番地
工期　令和1年8月10日～令和1年11月11日

契約担当役支部長
河野　晶裕
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

令和1年8月9日 （株）親和土建 6310001000870
代表取締役　川島　邦元
長崎県長崎市魚の町３番
３６号

一般競争入札 2,743,400 2,739,000 99.8%

屋外トイレ改修その他工事（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　令和1年8月24日～令和1年11月22日

契約担当役支部長
野見山　秀樹
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

令和1年8月23日 （株）ファクトリー大樹 3330001021892
代表取締役　境　典昭
熊本県熊本市東区御領２
丁目５－１３

一般競争入札 12,133,000 11,423,409 94.2%

訓練生ホール屋根改修その他工事（荒尾訓練セン
ター）
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９－６
工期　令和1年10月12日～令和2年1月17日

契約担当役支部長
野見山　秀樹
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和1年10月11日 松本建設（株） 7330001011493
代表取締役　松本　隆義
熊本県玉名市松木４０番
地３

一般競争入札 3,493,600 3,036,000 86.9%
　
　

本館高架水槽等改修工事設計監理業務（大分職業
能力開発促進センター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１
設計期間　令和1年6月7日～令和1年7月26日

契約担当役支部長
岩波　敏行
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和1年6月6日 （株）セア設計 3320001016357
代表取締役　宮部　則男
大分県大分市青崎１－１４
－３４

一般競争入札 - 1,577,600 -
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本館高架水槽等改修工事（大分職業能力開発促進
センター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１
工期　令和1年9月6日～令和1年12月20日

契約担当役支部長
岩波　敏行
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和1年9月5日
大分エージェンシー
（株）

7320001000019
代表取締役　髙倉　康弘
大分県大分市法勝台１－
１－１３

一般競争入札 21,038,600 17,411,273 82.8%
　
　

本館屋根等改修工事設計監理業務（大分職業能力
開発促進センター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１
設計期間　令和1年12月11日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
岩波　敏行
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和1年12月10日 （株）セア設計 3320001016357
代表取締役　宮部　則男
大分県大分市青崎１－１４
－３４

一般競争入札 - 1,980,000 -
　
　

本館屋根等改修工事（大分職業能力開発促進セン
ター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１
工期　令和2年3月5日～令和2年6月26日

契約担当役支部長
岩波　敏行
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和2年3月4日 （株）朝来野工務店 3320001000410

代表取締役　朝来野　正
弘
大分県大分市大字畑中９
３０

一般競争入札 31,457,800 25,850,000 82.2%
　
　

建具防水シーリング等改修工事設計監理業務（宮
崎障害者職業センター）
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７
設計期間　令和1年10月19日～令和2年3月31日

契約担当役支部長
炭田　直哉
宮崎障害者職業センター
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７

令和1年10月18日 （株）別当設計 9350001001557
代表取締役　別当　幸宣
宮崎県宮崎市恒久３－３０
－１１

一般競争入札 - 1,375,000 -
　
　

建具防水シーリング等改修工事（宮崎障害者職業
センター）
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７
工期　令和1年12月27日～令和2年3月16日

契約担当役支部長
炭田　直哉
宮崎障害者職業センター
宮崎県宮崎市鶴島２－１４－１７

令和1年12月26日 アイワ工業（株） 3350001002214
代表取締役　白地　幸男
宮崎県宮崎市高岡町上倉
永２８６３番地１

一般競争入札 6,356,347 5,478,000 86.2%
　
　

フェンス取替工事（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　令和2年1月30日～令和2年3月30日

契約担当役支部長
炭田　直哉
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

令和2年1月29日 （株）大進建設 6350001002681
代表取締役　佐田　正博
宮崎県宮崎市江平１丁目
３番地２３

一般競争入札 5,720,000 4,994,000 87.3%
　
　

電気実習場他電灯設備改修その他工事（延岡訓練
センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
工期　平成31年4月3日～令和1年7月31日

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

平成31年4月2日 （株）中城電設 6350001006897
代表取締役　中城　直範
宮崎県延岡市川原崎町４
６５番地１

一般競争入札 14,515,346 13,932,000 96.0%
　
　

照明器具等改修工事（鹿児島障害者職業センター）
鹿児島県鹿児島市鴨池２－３０－１０
工期　令和1年10月8日～令和2年1月22日

契約担当役支部長
山田　修
鹿児島障害者職業センター
鹿児島県鹿児島市鴨池２－３０－１０

令和1年10月7日 （株）親和電機 5340001002238
代表取締役　篤　俊治
鹿児島県鹿児島市照国町
１２番６号

一般競争入札 5,893,800 3,520,000 59.7%
　
　

第４実習棟排煙窓操作ケーブル取替その他工事
（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　令和1年10月8日～令和2年1月22日

契約担当役支部長
山田　修
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

令和1年10月7日 （有）フクソウ 5340002008168
代表取締役　椎原　孝二
鹿児島県鹿児島市紫原五
丁目１４番１７号

一般競争入札 2,109,745 1,980,000 93.9%
　
　

玉里職員宿舎等解体・取壊し工事（鹿児島職業能
力開発促進センター）
鹿児島県鹿児島市下伊敷２丁目２５－１
工期　令和1年12月25日～令和2年2月14日

契約担当役支部長
山田　修
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

令和1年12月24日 （株）前田産業 2330001004304

代表取締役　木村　洋一
郎
熊本県熊本市南区野田三
丁目１３番１号

一般競争入札 2,225,116 1,914,000 86.0%
　
　

学生寮厨房空調機更新工事（川内短大）
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
工期　令和1年10月1日～令和1年11月15日

契約担当役支部長
山田　修
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

令和1年9月30日 中外電工（株） 9340001002787
代表取締役　田牧　安雄
鹿児島県鹿児島市西陵一
丁目４３番５号

一般競争入札 1,540,000 1,540,000 100.0%
　
　

ＬＥＤ照明改修工事（沖縄支部・沖縄障害者職業セ
ンター）
沖縄県那覇市おもろまち１丁目３－２５
工期　令和1年7月25日～令和1年9月27日

契約担当役支部長
能美　英生
沖縄支部
沖縄県中頭郡北谷町字吉原７２８－６

令和1年7月24日 東海電設（株） 3360002017854
代表取締役　城間　圭
沖縄県沖縄市古謝２－２１
－３４－１０３

一般競争入札 10,512,837 2,214,000 21.1%
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教室棟３階改修工事設計監理業務（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
設計期間　令和1年6月5日～令和1年10月31日

契約担当役支部長
能美　英生
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

令和1年6月4日
（株）ｍ３那覇建築事
務所

6360001019279
代表取締役　川本　雅史
沖縄県那覇市銘苅３－１３
－５－１０１

一般競争入札 - 1,458,000 -
　
　

外壁改修工事（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　令和1年9月11日～令和1年11月20日

契約担当役支部長
能美　英生
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

令和1年9月10日 （株）リフレッシュ沖縄 2360001005035
代表取締役　大石　信昭
沖縄県那覇市字仲井真３
９８－２８

一般競争入札 27,399,900 17,303,000 63.1%
　
　

Ｄ棟換気設備取替工事（沖縄能開大）
沖縄県沖縄市字池原２９９４－２
工期　令和1年8月21日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
能美　英生
沖縄職業能力開発大学校
沖縄県沖縄市池原２９９４－２

令和1年8月20日 （株）沖縄ダイケン 3360001000415
代表取締役　山盛　博文
沖縄県那覇市おもろまち１
丁目１番１２号

一般競争入札 6,185,300 3,795,000 61.4%
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