
(様式２)

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

広域・地域障害者職業センター設置複合機及びプリ
ンタ関連消耗品の調達

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1日
キヤノンマーケティン
グジャパン（株）

5010401008297

代表取締役社長　坂田
正弘
東京都港区港南２丁目１６
番６号

一般競争入札 - 12,283,844 -
複数年契約 H31.4.1～R3.7.31
2年目以降契約総額 16,226,438円

本部設置プリンタ関連消耗品の調達

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 6,916,860 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック　16,750.00円
/個（税抜） 
トナーカートリッジ　シアン　12,800.00円/
個（税抜） 
トナーカートリッジ　マゼンダ　12,800.00
円/個（税抜）ほか

ＮＯ．５長野職業能力開発促進センターほか１１施
設で使用する電気の需給

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1日 関西電力（株） 3120001059632
代表取締役　岩根　茂樹
大阪府大阪市北区中之島
３丁目６番１６号

一般競争入札 - 68,124,301 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　1,122.81円/ｋｗ 
電力量料金単価　11.03円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　11.78円/ｋＷｈ

ＮＯ．７鳥取職業能力開発促進センターほか１０施
設で使用する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋二丁
目１１番２号

一般競争入札 - 63,025,626 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　470.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　12.86円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　14.07円/ｋＷｈ

ＮＯ．９福岡職業能力開発促進センターほか１２施
設で使用する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋二丁
目１１番２号

一般競争入札 - 76,601,091 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　550.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　11.94円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　12.94円/ｋＷｈ

ＮＯ．１北海道職業能力開発促進センターほか５施
設で使用する電気の需給

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1日 （株）エネット 9010401041641
代表取締役　川越　祐司
東京都港区芝公園２－６
－３

一般競争入札 - 45,437,497 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　1,421.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　15.99円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（休日）　14.98円/ｋＷｈ

ＮＯ．１０沖縄職業能力開発促進センターほか２施
設で使用する電気の需給

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1日 （株）エネット 9010401041641
代表取締役　川越　祐司
東京都港区芝公園２－６
－３

一般競争入札 - 35,290,408 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　1,710.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　15.38円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　16.83円/ｋＷｈ

ＮＯ．２青森職業能力開発促進センターほか１６施
設で使用する電気の需給

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1日
テプコカスタマーサー
ビス（株）

1010001086672

代表取締役社長　長崎
桃子
東京都江東区豊洲五丁目
５番１３号

一般競争入札 - 97,775,603 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　693.32円/ｋｗ 
電力量料金単価　13.34円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　14.51円/ｋＷｈ

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

ＮＯ．４富山職業能力開発促進センターほか４施設
で使用する電気の需給

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1日
テプコカスタマーサー
ビス（株）

1010001086672

代表取締役社長　長崎
桃子
東京都江東区豊洲五丁目
５番１３号

一般競争入札 - 40,527,798 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　622.83円/ｋｗ 
電力量料金単価　11.86円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　12.85円/ｋＷｈ

ＮＯ．８徳島職業能力開発促進センターほか６施設
で使用する電気の需給

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1日
テプコカスタマーサー
ビス（株）

1010001086672

代表取締役社長　長崎
桃子
東京都江東区豊洲五丁目
５番１３号

一般競争入札 - 44,622,218 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　701.20円/ｋｗ 
電力量料金単価　11.89円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　13.06円/ｋＷｈ

ＮＯ．３茨城職業能力開発促進センターほか１８施
設で使用する電気の需給

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1日
九電みらいエナジー
（株）

7290001036116
代表取締役　穐山　泰治
福岡県福岡市中央区渡辺
通二丁目４番８号

一般競争入札 - 210,808,666 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　565.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　16.08円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　17.22円/ｋＷｈ

ＮＯ．６滋賀職業能力開発促進センターほか１０施
設で使用する電気の需給

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1日
九電みらいエナジー
（株）

7290001036116
代表取締役　穐山　泰治
福岡県福岡市中央区渡辺
通二丁目４番８号

一般競争入札 - 81,120,763 -

予定調達総額（単価契約）
基本料金単価　1,240.00円/ｋｗ 
電力量料金単価　7.80円/ｋＷｈ 
電力量料金単価（夏季）　8.40円/ｋＷｈ

Ｎｏ．１青森障害者職業センターほか５施設で使用
する電気の需給

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1日
エフビットコミュニケー
ションズ（株）

9130001010448
代表取締役　吉本　幸男
京都府京都市南区東九条
室町２３

一般競争入札 - 2,937,309 -

Ｎｏ．２埼玉障害者職業センターほか３施設で使用
する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋本石
町三丁目７番２号

一般競争入札 - 1,840,258 -

Ｎｏ．４長野障害者職業センターほか２施設で使用
する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋本石
町三丁目７番２号

一般競争入札 - 1,494,980 -

Ｎｏ．５滋賀障害者職業センターほか２施設で使用
する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋本石
町三丁目７番２号

一般競争入札 - 1,787,711 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

Ｎｏ．６鳥取障害者職業センターほか２施設で使用
する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋本石
町三丁目７番２号

一般競争入札 - 1,835,642 -

Ｎｏ．７香川障害者職業センターほか２施設で使用
する電気の需給

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1日
エフビットコミュニケー
ションズ（株）

9130001010448
代表取締役　吉本　幸男
京都府京都市南区東九条
室町２３

一般競争入札 - 1,912,476 -

Ｎｏ．８福岡障害者職業センター北九州支所ほか６
施設で使用する電気の需給

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1日
ミツウロコグリーンエ
ネルギー（株）

8010001067848

代表取締役社長　二見
敦
東京都中央区日本橋本石
町三丁目７番２号

一般競争入札 - 4,194,684 -

平成３１年度都市ガス需給（本部（高度訓練セン
ター））

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1日 日本瓦斯（株） 9010001061924
代表取締役　和田　眞治
東京都渋谷区代々木４－
３１－８

一般競争入札 - 5,986,915 -
予定調達総額（単価契約）
中圧　95.00円/㎥ 
高圧　95.00円/㎥ 

都市ガス需給契約（本部（障害者職業総合セン
ター））

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1日 日本瓦斯（株） 9010001061924
代表取締役　和田　眞治
東京都渋谷区代々木４－
３１－８

一般競争入札 - 9,879,889 -
予定調達総額（単価契約）
従量単価　78.40円/㎥ 

定期刊行誌「エルダー」及び「働く広場」の印刷・製
本

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1日 サンメッセ（株） 9200001013658

代表取締役社長　田中
向一郎
岐阜県大垣市久瀬川町７
丁目５番地の１

一般競争入札 - 38,215,583 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 76,431,166円

障害者雇用納付金に係る納付書等の印刷、印字及
び封入封緘作業

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1日 （株）太陽堂印刷所 6040001004180
代表取締役　日暮　秀一
千葉県千葉市中央区末広
１－４－２７

一般競争入札 - 1,445,801 -
予定調達総額（単価契約）
納付書印字　7.55円/件 
封入封緘　16.30円/件 

高齢給付金に係る支給決定通知書の印刷発送業
務

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1日 （株）太陽堂印刷所 6040001004180
代表取締役　日暮　秀一
千葉県千葉市中央区末広
１－４－２７

一般競争入札 - 1,682,400 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成３１年度レンタカー賃貸借

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1日
ニッポンレンタカー
サービス（株）

6011001018116
代表取締役　荒幡　義光
東京都千代田区神田練堀
町３

一般競争入札 - 13,196,196 -
予定調達総額（単価契約）
１回あたり　4,212.00円/回 

貸倉庫による文書保管、集配等業務

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1日 （株）キーペックス 2040001001603
代表取締役　齊藤　宏
千葉県千葉市中央区中央
港２丁目４番４号

一般競争入札 - 9,298,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 18,597,600円

障害者雇用支援システム運用業務

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1日 （株）システナ 6010401088867
代表取締役　三浦　賢治
東京都港区海岸一丁目２
番２０号

一般競争入札 - 25,531,200 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 92,080,800円

高度訓練センター及び障害者職業総合センター中
央監視装置及び自動制御装置保守点検業務

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1日
アイ・ビー・テクノス
（株）

2010901000236
代表取締役　堀込　宏行
東京都世田谷区代田三丁
目３６番３号

一般競争入札 - 1,944,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,944,000円

高度訓練センター冷温水発生機保守点検業務

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1日
日本ビルシステム
（株）

1050001033299
代表取締役　鎌田　勝正
茨城県水戸市中央一丁目
２番１５号

一般競争入札 - 2,678,400 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,356,800円

高度訓練センター及び障害者職業総合センター構
内電話設備保守点検業務

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1日 扶桑電通（株） 6010001055706

代表取締役社長　有富
英治
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 - 2,816,640 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,633,280円

雇用促進住宅管理システム等に係る運用管理業務

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1日 （株）ＤＴＳ 9010401018458

代表取締役社長　西田
公一
東京都中央区八丁堀二丁
目２３番１号

一般競争入札 - 13,608,000 -

本部事務用プリンタの保守

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 1,041,120 -



(様式２)

公益法人
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備　　　　考
（複数年契約の契約金額は
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成３１年度職員研修に係る宿泊施設の調達

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1日 （株）日本旅行 1010401023408

代表取締役社長　堀坂
明弘
東京都中央区日本橋１丁
目１９番１号

一般競争入札 - 49,828,608 -
予定調達総額（単価契約）
１泊あたり　7,776.00円/人 

平成３１年度公用車自動車保険（任意保険）

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1日
あいおいニッセイ同
和損害保険（株）

3011001027739

代表取締役社長　金杉
恭三
東京都渋谷区恵比寿一丁
目２８番１号

一般競争入札 - 4,991,010 -

基幹ネットワーク機器の保守

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 2,691,273 -

人事評価Ｗｅｂシステム機器等の保守

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1日 （株）ケー・デー・シー 3010401097680
代表取締役　髙栁　公康
東京都港区虎ノ門４丁目２
番１２号

一般競争入札 - 3,402,000 -

平成３１年度施設所有管理者賠償責任保険

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1日
あいおいニッセイ同
和損害保険（株）

3011001027739

代表取締役社長　金杉
恭三
東京都渋谷区恵比寿一丁
目２８番１号

一般競争入札 - 2,933,130 -

平成３１年度障害者雇用納付金システムの運用保
守業務

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1日
富士通エフ・アイ・
ピー（株）

6010601024969

公共基盤営業本部長　盆
子原　誠治
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

一般競争入札 - 13,711,680 -

管理系システム運用管理業務

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1日
東芝ソリューション販
売（株）

7010401090418
代表取締役　吉村　貴亮
神奈川県川崎市川崎区日
進町１－５３

一般競争入札 - 11,871,360 -

経理システム運用管理・保守業務

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1日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924
代表取締役　圑　博己
東京都港区三田１－４－２
８

一般競争入札 - 47,525,616 -
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法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

高度訓練センター昇降機保守点検業務等

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1日
エレベーターコミュニ
ケーションズ（株）

5010801017897

代表取締役社長　薄田
章博
東京都品川区南大井６丁
目１６番１６号

一般競争入札 - 417,960 -

公開ホームページに係るコンテンツ更新業務

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1日 （株）オーエムシー 9011101039249
代表取締役　力武　寛
東京都新宿区四谷４丁目
３４番１号

一般競争入札 - 970,920 -

予定調達総額（単価契約）
ＨＴＭＬの文言追加・修正・削除　1,600.00
円/画面 
ＨＴＭＬの新規作成　1,000.00円/画面 
リンクの追加・修正・削除　500.00円/件

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（新潟職業能力開発短
期大学校）

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1日 日立キャピタル（株） 6010401024970
代表執行役　川部　誠治
東京都港区西新橋一丁目
３番１号

一般競争入札（総
合評価）

- 91,575,360 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 366,301,440円

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（滋賀職業能力開発短
期大学校）

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1日 ＮＴＴファイナンス（株） 8010401005011
代表取締役　坂井　義清
東京都港区港南一丁目２
番７０号

一般競争入札（総
合評価）

- 81,637,632 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 326,550,528円

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム（近畿職
業能力開発大学校）

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1日 日立キャピタル（株） 6010401024970
代表執行役　川部　誠治
東京都港区西新橋一丁目
３番１号

一般競争入札（総
合評価）

- 159,500,016 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 638,000,064円

平成３１年度雇用促進住宅管理等業務

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1日
一般財団法人ＳＫ総
合住宅サービス協会

1010005018572
理事長　杉浦　信平
東京都千代田区神田鍛冶
町３丁目３番１２号

一般競争入札（総
合評価）

- 585,156,226 -

平成３１年度特定技能指導員講習業務

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1日
社会福祉法人日本盲
人職能開発センター

1011105000981
理事長　片石　修三
東京都新宿区本塩町７－
３

一般競争入札（総
合評価）

- 5,391,600 -

平成３１年度指導員養成研修に係る宿泊施設の調
達

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5日
（株）共立メンテナン
ス

1010001014427
代表取締役　上田　卓味
東京都千代田区外神田２
－１８－８

一般競争入札 - 57,385,000 -
複数年契約 H31.4.5～R2.4.28
2年目以降契約総額 978,040円
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Ｎｏ．８０　生産ロボットシステム構築実習装置（関東
職業能力開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 104,684,400 -

Ｎｏ．８２　生産ロボットシステム構築実習装置（中国
職業能力開発大学校）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 102,481,200 -

Ｎｏ．８１　生産ロボットシステム構築実習装置（近畿
職業能力開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 102,362,400 -

給与システムサーバリプレイス調達及び保守

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11日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 44,225,784 -
複数年契約 H31.4.11～R7.3.31
2年目以降契約総額 33,605,280円

経理システムサーバリプレイス調達及び保守

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11日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 51,010,776 -
複数年契約 H31.4.11～R7.3.31
2年目以降契約総額 48,107,520円

和歌山職業能力開発促進センター仮設建物設置及
び賃貸借業務

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12日 （株）内藤ハウス 8090001011146

執行役員支店長　古澤
一也
大阪府大阪市中央区北浜
東２－１６

一般競争入札 - 75,006,000 -
複数年契約 H31.4.12～R4.10.31
2年目以降契約総額 24,894,000円

定期刊行物（働く広場、エルダー）の発送・保管等業
務

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17日 （株）地区宅便 5040001011418
代表取締役　鎌田　光男
千葉県千葉市緑区大野台
２丁目６番地１５

一般競争入札 - 53,701,134 -

複数年契約 R1.5.1～R4.5.31
2年目以降契約総額 140,237,180円
予定調達総額（単価契約）
発送業務手数料　197.00円/件 
発送先データ管理手数料　50.00円/件 
保管業務手数料　3,000.00円/件

「テクノインストラクター情報発信」に係る新聞広告
掲載業務

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18日 協立広告（株） 4011101005503
代表取締役　間宮　泰三
東京都新宿区荒木町十三
番地八

一般競争入札 - 2,030,400 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

住民税の年度更新に伴う特別徴収税額の通知書仕
分け作業等業務

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19日
（株）ワイシーシー
データサービス

6020001074977
代表取締役　村岡　宏哲
神奈川県川崎市川崎区小
川町１４－１９

一般競争入札 - 1,379,160 -

研究成果物１６種の発送等業務

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24日 （株）地区宅便 5040001011418
代表取締役　鎌田　光男
千葉県千葉市緑区大野台
２丁目６番地１５

一般競争入札 - 2,365,200 -

障害者職業総合センター給水・給湯配管の修繕

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26日
（株）サンキコーポ
レーション

7040001002613
代表取締役　佐藤　忠禎
千葉県千葉市美浜区真砂
１－４－２４

一般競争入札 - 1,684,800 -

「第２７回職業リハビリテーション研究・実践発表会」
の運営及び会場設営・撤去等業務

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9日 （株）ステージ 3013301015869
代表取締役　松本　義一
東京都豊島区高松１－１
－１１

一般競争入札 - 9,208,864 -

平成３１年度情報セキュリティ監査業務の委託

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23日
（株）ＪＭＣリスクソ
リューションズ

4011101041647
代表取締役　吉岡　昌明
東京都文京区湯島３－２６
－１１

一般競争入札 - 6,930,000 -

高齢業務システムサーバ更改業務

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27日 富士通（株） 1020001071491

公共営業本部官庁第四統
括営業部長　早田　耕司
東京都港区東新橋一丁目
５番２号

一般競争入札 - 72,072,330 -
複数年契約 R1.5.27～R7.2.28
2年目以降契約総額 8,227,670円

事務用パソコンに係るアカデミックソフトウェアライセ
ンス調達

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）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 40,112,301 -

事務用パソコンに係るガバメントソフトウェアライセン
ス調達

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
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 94,949,625 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

全国障害者技能競技大会技能競技種目「コン
ピュータプログラミング」用ロボットアーム等の調達

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 サンワテクノス（株） 5010001045369
取締役社長　田中　裕之
東京都中央区京橋３丁目
１番１号

一般競争入札 - 5,889,024 -

障害者職業総合センター建築設備等定期報告調査
業務

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
ユーディーアイ確認
検査（株）

4011301001368
代表取締役　田辺　惠善
千葉県柏市東上町８－２５

一般競争入札 - 928,800 -

障害者職業総合センター植栽管理業務

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12日
（株）八千代グリーン
テック

9040001021248

代表取締役　長谷川　宏
子
千葉県八千代市大和田新
田４４６－２４１

一般競争入札 - 2,562,000 -
複数年契約 R1.6.12～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,170,000円

給与システムサーバリプレイス調達に係る環境設定
業務

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14日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 24,848,230 -

経理システムサーバリプレイス調達に係る環境設定
業務

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14日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 38,756,520 -

高年齢者雇用開発フォーラム等参加参加Ｗｅｂ申込
システムのクラウドサービス利用

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 トライコーン（株） 5011101040706
代表取締役　松田　忠洋
東京都新宿区西新宿８－
１７－１

一般競争入札 - 1,372,488 -

ポリテクセンター等の認知度向上に係る映像コンテ
ンツ等制作業務

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27日 （株）ナインフィールド 7010401089781
代表取締役　橘田　佳明
東京都港区赤坂６丁目１３
番１６号

一般競争入札 - 3,080,000 -

Ｎｏ．１８　訓練用パソコン（北海道職業能力開発促
進センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 63,590,400 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

Ｎｏ．１９　訓練用パソコン（函館訓練センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 28,490,400 -

Ｎｏ．２０　訓練用パソコン（旭川訓練センター）

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 32,400,000 -

Ｎｏ．２１　訓練用パソコン（岩手職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 20,390,400 -

Ｎｏ．２２　訓練用パソコン（宮城職業能力開発促進
センター）

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 7,063,200 -

Ｎｏ．２３　訓練用パソコン（秋田職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 24,710,400 -

Ｎｏ．２４　訓練用パソコン（福島職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 21,146,400 -

Ｎｏ．２５　訓練用パソコン（いわき訓練センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 43,070,400 -

Ｎｏ．２６　訓練用パソコン（茨城職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 8,510,400 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

Ｎｏ．２７　訓練用パソコン（栃木職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地　２Ｆ

一般競争入札 - 26,676,000 -

Ｎｏ．２８　訓練用パソコン（群馬職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 17,150,400 -

Ｎｏ．２９　訓練用パソコン（埼玉職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 17,906,400 -

Ｎｏ．３０　訓練用パソコン（千葉職業能力開発促進
センター）

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 20,120,400 -

Ｎｏ．３１　訓練用パソコン（高度訓練センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 14,666,400 -

Ｎｏ．３２　訓練用パソコン（関東職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地　２Ｆ

一般競争入札 - 12,420,000 -

Ｎｏ．３３　訓練用パソコン（新潟職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 56,138,400 -

Ｎｏ．３４　訓練用パソコン（富山職業能力開発促進
センター）

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1日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 29,743,200 -
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Ｎｏ．３５　訓練用パソコン（石川職業能力開発促進
センター）

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1日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 6,015,600 -

Ｎｏ．３６　訓練用パソコン（山梨職業能力開発促進
センター）

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1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 39,960,000 -

Ｎｏ．３７　訓練用パソコン（長野職業能力開発促進
センター）

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1日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地　２Ｆ

一般競争入札 - 9,752,400 -

令和元年度高年齢者雇用開発フォーラム（高年齢
雇用開発コンテスト表彰式）の進行・運営業務及び
会場借り上げ等業務

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 飯野海運（株） 6010001008655

代表取締役社長　當舍
裕己
東京都千代田区内幸町２
－１－１

一般競争入札 - 3,127,724 -

Ｎｏ．８４　生産ロボットシステム構築実習装置（北海
道職業能力開発大学校）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 19,453,500 -

Ｎｏ．８５　生産ロボット実習装置（東北職業能力開
発大学校）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 18,944,200 -

Ｎｏ．８６　産業用ロボット実習機器（青森職業能力
開発短期大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,404,000 -

Ｎｏ．８７　産業用ロボット実習機器（関東職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 18,964,000 -
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Ｎｏ．８８　産業用ロボット実習機器（千葉職業能力
開発短期大学校）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 18,808,900 -

Ｎｏ．８９　産業用ロボット実習機器（北陸職業能力
開発大学校）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 30,442,500 -

Ｎｏ．９０　産業用ロボット実習機器（新潟職業能力
開発短期大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,294,000 -

Ｎｏ．９１　産業用ロボット実習機器（東海職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 18,667,000 -

Ｎｏ．９２　産業用ロボット実習機器（浜松職業能力
開発短期大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 18,447,000 -

Ｎｏ．９３　産業用ロボット実習機器（近畿職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 30,206,000 -

Ｎｏ．９４　産業用ロボット実習機器（中国職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,239,000 -

Ｎｏ．９５　産業用ロボット実習機器（福山職業能力
開発短期大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 18,678,000 -
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Ｎｏ．９６　産業用ロボット実習機器（四国職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,503,000 -

Ｎｏ．９７　産業用ロボット実習機器（九州職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,778,000 -

Ｎｏ．９８　産業用ロボット実習機器（川内職業能力
開発短期大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,217,000 -

Ｎｏ．９９　産業用ロボット実習機器（沖縄職業能力
開発大学校）

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 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 25,564,000 -

６５歳超雇用推進事例サイトアプリケーション保守業
務

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8日 ビッグローブ（株） 2010001146797

代表取締役社長　有泉
健
東京都品川区東品川４ー
１２－４

一般競争入札 - 2,178,000 -
複数年契約 R1.7.8～R6.6.30
2年目以降契約総額 12,342,000円

就業支援基礎研修等受講者アンケート集計業務

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9日 大宮司企画
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　大宮司　夏来
神奈川県藤沢市弥勒寺２
－７－１２　エテルノ弥勒寺
２－３０３

一般競争入札 - 700,969 -

予定調達総額（単価契約）
データ入力（就業支援基礎研修）
160.00円/件 
データ入力（就業支援実践研修）
180.00円/件 

産業廃棄物収集処理業務

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9日
ＳＢＳリコーロジスティ
クス（株）

7010801012582

代表取締役社長　若松
勝久
東京都大田区京浜島一丁
目２番６号

一般競争入札 - 1,104,266 -
予定調達総額（単価契約）
混合廃棄物（マニフェスト含む）　5,050.00
円/㎥

地域ワークショップ開催に係る新聞広告の企画、掲
載業務

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
全国地方新聞社連合
会

特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

会長　都留　正伸
東京都港区東新橋二丁目
４番６号

一般競争入札（総
合評価）

- 13,420,000 -
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デジタルフルカラー複合機の購入及び保守

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25日
コニカミノルタジャパ
ン（株）

9013401005070
代表取締役　原口　淳
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

一般競争入札 - 4,891,584 -

複数年契約 R1.7.25～R6.8.31
2年目以降契約総額 10,569,790円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.70円/枚 
カラー　3.50円/枚 

特別研究２１に係る仏語及び独語資料の邦訳

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）アーキ・ヴォイス 5130001026547
代表取締役　荒木　賢一
京都府京都市下京区元悪
王子町３７番地

一般競争入札 - 1,262,874 -

Ｎｏ．３８　訓練用パソコン（松本訓練センター）

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29日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地２Ｆ

一般競争入札 - 27,775,000 -

Ｎｏ．３９　訓練用パソコン（岐阜職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）トヨタシステムズ 4180001017641
代表取締役　北沢　宏明
愛知県名古屋市東区泉１
丁目２３番２２号

一般競争入札 - 11,528,000 -

Ｎｏ．４０　訓練用パソコン（静岡職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 13,956,800 -

Ｎｏ．４１　訓練用パソコン（中部職業能力開発促進
センター）

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29日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 26,466,000 -

Ｎｏ．４２　訓練用パソコン（滋賀職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 12,647,800 -

Ｎｏ．４４　訓練用パソコン（奈良職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 17,916,800 -



(様式２)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

Ｎｏ．４５　訓練用パソコン（鳥取職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 9,548,000 -

Ｎｏ．４８　訓練用パソコン（山口職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 29,026,800 -

Ｎｏ．４９　訓練用パソコン（徳島職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 32,098,000 -

Ｎｏ．５１　訓練用パソコン（飯塚訓練センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 18,972,800 -

Ｎｏ．５２　訓練用パソコン（佐賀職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 18,664,800 -

Ｎｏ．５３　訓練用パソコン（宮崎職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 11,308,000 -

Ｎｏ．５４　訓練用パソコン（延岡訓練センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 14,847,800 -

Ｎｏ．５５　訓練用パソコン（鹿児島職業能力開発促
進センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 17,762,800 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)
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Ｎｏ．５６　訓練用パソコン（沖縄職業能力開発促進
センター）

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29日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 56,100,000 -

Ｎｏ．５０　訓練用パソコン（香川職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 6,267,800 -

Ｎｏ．４７　訓練用パソコン（広島職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 44,308,000 -

Ｎｏ．４６　訓練用パソコン（島根職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 8,547,000 -

Ｎｏ．４３　訓練用パソコン（兵庫職業能力開発促進
センター）

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29日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 47,737,800 -

２０１９年度生涯現役社会の実現に向けたシンポジ
ウムにおける事前告知新聞広告ほか

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29日 （株）日本経済社 6010001062000

代表取締役社長　冨田
賢
東京都中央区銀座７丁１３
番２０号

一般競争入札 - 58,621,074 -

令和元年度高度訓練センター及び障害者職業総合
センター消防用設備点検等業務

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6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７５８
番地４

一般競争入札 - 1,515,400 -

Ｎｏ．３　一本デリック改修工事（名古屋港湾労働分
所）

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8日 （株）ＩＭＣ 4010401048591

代表取締役社長　道田
亮二
東京都港区芝浦４－１３－
２３　ＭＳ芝浦ビル５Ｆ

一般競争入札 - 47,300,000 -
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Ｎｏ．４　天井クレーン（名古屋港湾労働分所）

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8日 （株）ＩＭＣ 4010401048591

代表取締役社長　道田
亮二
東京都港区芝浦４－１３－
２３　ＭＳ芝浦ビル５Ｆ

一般競争入札 - 66,000,000 -

Ｎｏ．１５　ラピッドプロトタイピング装置（福山職業能
力開発短期大学校）

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8日 （株）ハイエレコン 1010001055388

代表取締役社長　上田
康博
広島県広島市西区草津新
町１丁目２１番３５号（広島
ミクシスビル）

一般競争入札 - 13,976,160 -

Ｎｏ．９　溶接ヒューム集塵装置（香川職業能力開発
促進センター）

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8日 興共産業（株） 7040001002233

代表取締役社長　水上
修
千葉県千葉市稲毛区轟町
１－４－２１

一般競争入札 - 70,950,000 -

Ｎｏ．７　溶接ヒューム集塵装置及びブース（鳥取職
業能力開発促進センター）

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8日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 66,528,000 -

Ｎｏ．８　溶接ヒューム集塵装置及びブース（島根職
業能力開発促進センター）

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8日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 73,678,000 -

Ｎｏ．１７　移動式クレーン（港湾職業能力開発短期
大学校）

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8日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 65,890,000 -

Ｎｏ．６　材料試験機（和歌山職業能力開発促進セン
ター）

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8日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 10,395,000 -

Ｎｏ．２　射出成形機（富山職業能力開発促進セン
ター）

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8日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 9,097,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

Ｎｏ．１０　ダンプトラック（飯塚訓練センター）

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8日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 22,000,000 -

Ｎｏ．１１　ブルドーザ（荒尾訓練センター）

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8日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 17,600,000 -

Ｎｏ．１４　材料試験機（近畿職業能力開発大学校）

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8日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 10,857,000 -

Ｎｏ．１６　プレスブレーキ（九州職業能力開発大学
校）

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8日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 12,650,000 -

Ｎｏ．１３　基板加工機（北陸職業能力開発大学校）

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8日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 28,600,000 -

Ｎｏ．１　木材集塵装置（北陸職業能力開発大学校）

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8日 鈴木機械（株） 1060001010470
代表取締役　鈴木　勤
栃木県鹿沼市天神町１７０
２番地

一般競争入札 - 7,117,000 -

職員宿舎（船橋第一職員宿舎ほか２棟）耐震診断業
務

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8日
（株）東京ソイルリ
サーチ

3013201006646

代表取締役　田部井　哲
夫
東京都目黒区東が丘２－
１１－１６

一般競争入札 - 3,278,000 -

標的型攻撃に対する模擬訓練の実施

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19日 （株）筑波総合研究所 3010001146879
代表取締役　打矢　隆司
東京都千代田区神田佐久
間町３－１－１

一般競争入札 - 876,700 -
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Ｎｏ．５７　三次元測定機（群馬職業能力開発促進セ
ンター）

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20日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 19,107,000 -

Ｎｏ．５８　三次元測定機（埼玉職業能力開発促進セ
ンター）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 21,659,000 -

Ｎｏ．５９　平面研削盤（富山職業能力開発促進セン
ター）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 13,134,000 -

Ｎｏ．６０　平面研削盤（松本訓練センター）

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20日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 14,685,000 -

Ｎｏ．６２　動力シャー（厚板用）（伊勢訓練センター）

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20日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 10,505,000 -

Ｎｏ．６３　動力シャー（厚板用）（滋賀職業能力開発
促進センター）

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20日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 11,440,000 -

Ｎｏ．６４　平面研削盤（関西職業能力開発促進セン
ター）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 13,068,000 -

Ｎｏ．６５　動力シャー（薄板用）（和歌山職業能力開
発促進センター）

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20日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５

一般競争入札 - 7,626,300 -
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Ｎｏ．６６　動力シャー（薄板用）（島根職業能力開発
促進センター）

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20日 サンプラス（株） 2280001003162
代表取締役　海田　洋平
島根県出雲市平野町７３５
番地

一般競争入札 - 10,725,000 -

Ｎｏ．６７　ＮＣワイアカット放電加工機（広島職業能
力開発促進センター）

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20日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 19,052,000 -

Ｎｏ．６８　平面研削盤（飯塚訓練センター）

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20日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 13,123,000 -

Ｎｏ．６９　動力シャー（厚板用）（宮崎職業能力開発
促進センター）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 17,248,000 -

Ｎｏ．７０　動力シャー（薄板用）（北海道職業能力開
発大学校）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 11,737,000 -

Ｎｏ．７１　半自動フライス盤（東海職業能力開発大
学校）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 70,378,000 -

Ｎｏ．７２　炭酸ガスレーザ加工機（滋賀職業能力開
発短期大学校）

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20日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 59,697,000 -

Ｎｏ．７３　三次元測定機（高知職業能力開発短期大
学校）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 19,008,000 -
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Ｎｏ．７４　平面研削盤（九州職業能力開発大学校）

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20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 13,354,000 -

Ｎｏ．６１　炭酸ガスレーザ加工機（伊勢訓練セン
ター）

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20日 名古屋酸素（株） 1180001007067

代表取締役社長　飯田
哲朗
愛知県名古屋市港区小碓
１丁目１２番地

一般競争入札 - 43,623,800 -

第３９回全国障害者技能競技大会技能競技等実施
用パソコン及びプリンタの賃借等

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20日 ソフトブレーン（株） 1010001132006

代表取締役社長　豊田
浩文
東京都中央区日本橋１－
４－１

一般競争入札 - 13,420,000 -

情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官業務

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21日 （株）エイチ・アイ・ティ 8010000106437

代表取締役社長　森山
徹
東京都千代田区内神田１
丁目１８番地１４号ヨシザワ
ビル７階

一般競争入札（総
合評価）

- 6,600,000 -

職員宿舎売却に関する一般媒介及び競争入札実施
に係る補助業務（九州２ブロック）

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26日 東急リバブル（株） 8011001025952
代表取締役　榊　真二
東京都渋谷区道玄坂１丁
目９番５号

一般競争入札 - 3,698,954 -

デスクトップ型パソコンの調達

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
日本システムウエア
（株）

1011001017717

代表取締役執行役員社長
多田　尚二
東京都渋谷区桜丘町３１
－１１

一般競争入札 - 74,375,020 -

事務用パソコンのＷｉｎｄｏｗｓ７からＷｉｎｄｏｗｓ１０へ
の移行作業

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）アジル 5020001040303

代表取締役社長　江﨑
利治
神奈川県横浜市戸塚区川
上町８７－１

一般競争入札 - 97,570,000 -

インターネットＶＰＮ網の回線の更新

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11日
ソフトバンクテレコム
（株）

9010401052465

代表取締役副社長執行役
員兼ＣＯＯ　今井　康之
東京都港区東新橋１－９
－１

一般競争入札 - 47,185,600 -
複数年契約 R1.9.11～R5.2.28
2年目以降契約総額 67,644,500円
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インターネットＶＰＮ更新に伴うルータ等の更新及び
保守

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11日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 42,760,080 -
複数年契約 R1.9.11～R7.3.31
2年目以降契約総額 2,783,220円

事務用パソコンの設定・設置及び関連情報更新作
業

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11日 （株）アジル 5020001040303

代表取締役社長　江﨑
利治
神奈川県横浜市戸塚区川
上町８７－１

一般競争入札 - 48,730,000 -

Ｗｅｂを活用した訓練支援システムの導入及び運用
保守業務等

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12日 （株）ネットラーニング 6011101029509
代表取締役　岸田　徹
東京都新宿区西新宿７－
２－４新宿喜楓ビル３階

一般競争入札 - 14,149,300 -
複数年契約 R1.9.12～R4.2.28
2年目以降契約総額 17,026,900円

図書情報閲覧室における雑誌架の整備等

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18日 （株）ミクニ商会 1010001030093
代表取締役　大橋　芳子
東京都千代田区鍛冶町１
－８－６

一般競争入札 - 4,719,000 -

「令和元年度産業別高齢者雇用推進事業における
フォローアップ調査」に係るアンケート調査業務

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19日 （株）ジャンボ 7020001011541
代表取締役　濱田　眞
神奈川県横浜市青葉区荏
田町１４７４－４

一般競争入札 - 1,319,110 -
予定調達総額（単価契約）
返送用郵送費　94.00円/件（税抜） 
データ入力費　250.00円/件（税抜） 

ファイルサーバ関連機器更新及び保守業務

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25日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 33,269,940 -
複数年契約 R1.9.25～R6.12.31
2年目以降契約総額 3,624,060円

令和元年度・２年度・３年度ストレスチェック業務

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 （株）インソース 5010001080795

代表取締役　舟橋　孝之
東京都千代田区神田錦町
１－１９－１神田橋パーク
ビル５階

一般競争入札 - 1,039,280 -
複数年契約 R1.9.26～R4.2.28
2年目以降契約総額 2,078,560円

高齢業務のための汎用仮想基盤環境の構築業務

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
（株）両備システムソ
リューションズ

8260001008406
代表取締役　松田　敏之
岡山県岡山市南区豊成２
丁目７番１６号

一般競争入札 - 50,528,500 -
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「カード分類機器」の購入及び発送

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 竹井機器工業（株） 9110001007207
代表取締役　高頭　静夫
新潟県新潟市秋葉区矢代
田６１９番地

一般競争入札 - 16,389,120 -

人事評価Ｗｅｂシステム運用管理業務

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1日 （株）ケー・デー・シー 3010401097680
代表取締役　髙栁　公康
東京都港区虎ノ門４丁目２
番１２号

一般競争入札 - 4,185,500 -
複数年契約 R1.11.1～R3.10.31
2年目以降契約総額 15,543,000円

人事管理システムサーバの調達及びマイグレーショ
ン業務

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2日 （株）ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ 7010401090418

公共ソリューション営業部
長　今井　信弘
東京都品川区東品川２－
２－４

一般競争入札 - 5,861,680 -
複数年契約 R1.10.2～R6.12.31
2年目以降契約総額 482,790円

Ｎｏ．７５　普通旋盤（茨城職業能力開発促進セン
ター）

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10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 101,640,000 -

Ｎｏ．７６　普通旋盤（佐世保訓練センター）

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10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 100,067,000 -

Ｎｏ．７７　普通旋盤（大分職業能力開発促進セン
ター）

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10日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 80,927,000 -

Ｎｏ．７８　汎用フライス盤（君津訓練センター）

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10日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 78,320,000 -

Ｎｏ．７９　汎用フライス盤（山口職業能力開発促進
センター）

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10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 67,584,000 -
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Ｎｏ．８０　汎用フライス盤（香川職業能力開発促進
センター）

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10日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388

代表取締役社長　斉藤
芳雄
東京都中央区東日本橋２
－１６－４

一般競争入札 - 80,960,000 -

Ｎｏ．８１　訓練用パソコン（中部職業能力開発促進
センター）

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10日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 30,533,800 -

障害者雇用納付金関係諸様式等８種の印刷及び発
送

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11日 佐川印刷（株） 7130001030118
代表取締役　木下　宗昭
京都府向日市森本町戌亥
５番地の３

一般競争入札 - 8,771,917 -

令和２年分洋雑誌の整備

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24日 ユサコ（株） 2010401030329
代表取締役　山川　真一
東京都港区東麻布２－１７
－１２

一般競争入札 - 820,402 -
複数年契約 R1.10.24～R3.2.28
2年目以降契約総額 2,461,206円

令和元年度障害者職業カウンセラー等海外研修の
旅行業務

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 （株）日本旅行 1010401023408

代表取締役社長　堀坂
明弘
東京都中央区日本橋１丁
目１９番１号

一般競争入札 - 2,744,929 -

障害者職業総合センター体育館棟１階の壁紙・床材
の張替え及びパーテーション等の解体撤去業務

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）インテリア山下 1110001001316
代表取締役　山下　進
新潟県新潟市中央区堀之
内南１丁目３２番１６号

一般競争入札 - 5,309,700 -

Ｎｏ．８２　飛行機（千葉職業能力開発短期大学校成
田校）

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
エアロファシリティー
（株）

9010401047523
代表取締役　木下　幹巳
東京都港区新橋四丁目９
番１号

一般競争入札 - 426,800,000 -

障害者雇用納付金システム再構築及び機器更新に
係るコンサルティング及び調達支援業務

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30日 みずほ情報総研（株） 9010001027685

代表取締役社長　小原
之夫
東京都千代田区神田錦町
二丁目３

一般競争入札（総
合評価）

- 14,245,000 -
複数年契約 R1.10.30～R3.1.31
2年目以降契約総額 27,555,000円
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障害者雇用における合理的配慮の提供に関する動
画の制作

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31日 （株）廣済堂 7010401009665
代表取締役　根岸　千尋
東京都港区芝浦１丁目２
番３号

一般競争入札（総
合評価）

- 4,939,000 -

障害者職業総合センター排煙設備等の修繕及び誘
導灯バッテリー交換業務

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1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７５８
番地４

一般競争入札 - 10,560,000 -

地域障害者職業センター業務の周知・広報に関す
る動画の制作

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6日 （株）ネクサス 9010401023466
代表取締役　池谷　誠一
東京都港区赤坂２丁目２１
番１２号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,703,625 -

ウェブアクセシビリティへの対応に係る支援業務

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8日 （株）インフォネット 2010001142978

代表取締役社長　岸本
誠
東京都千代田区大手町１
丁目５番１号

一般競争入札 - 1,290,300 -

障害者職業総合センター講堂用椅子の購入及び既
存品の廃棄処理業務

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11日 （株）シューエイ商行 8040001003263
代表取締役　板倉　秀秋
千葉県千葉市中央区亀井
町４－１５

一般競争入札 - 14,233,120 -

図書情報閲覧室における電動式集密書架の改造

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14日 （株）サンユー 4010001104613
代表取締役　石塚　治夫
東京都中央区銀座三丁目
４番１２号

一般競争入札 - 11,724,900 -

障害者雇用支援システム改修業務

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 富士通（株） 1020001071491

官公庁営業本部官庁第四
統括営業部長　早田　耕
司
東京都港区東新橋一丁目
５番２号

一般競争入札 - 21,520,400 -

障害者職業総合センターホームページ再構築及び
保守等業務

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25日
日本システムウエア
（株）

1011001017717

代表取締役執行役員社長
多田　尚二
東京都渋谷区桜丘町３１
番１１号

一般競争入札 - 36,663,000 -
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謝金賃金及び報酬料金に係る令和元年・２年・３年
分受給者交付用の源泉徴収票及び支払調書作成・
発送業務

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12月2日
富士ビジネス・サービ
ス（株）

7011501008482
代表取締役　岡田　四郎
東京都荒川区西尾久７－
５６－３

一般競争入札 - 2,805,000 -

複数年契約 R1.12.2～R4.2.7
2年目以降契約総額 5,610,000円
予定調達総額（単価契約）
源泉徴収票作成及び発送業務　467.00
円/件 
支払調書作成及び発送業務　467.00円/
件 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構外
部講師補償制度費用保険

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12月3日
Ｃｈｕｂｂ損害保険
（株）

5013201000820

北関東支店長　小松　敏
彦
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町１丁目７番５号

一般競争入札 - 414,832 -
複数年契約 R2.1.1～R3.1.1
2年目以降契約総額 1,244,498円

職員宿舎（東北能開大附属青森短大職員宿舎一ツ
谷外２０件）の不動産鑑定評価業務

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12月3日 （株）鑑定舎 4010401077228
代表取締役　工藤　貴好
東京都港区虎ノ門３－１８
－１２－９１１

一般競争入札 - 1,493,800 -

職員宿舎（東北能開大附属青森短大職員宿舎一ツ
谷外２０件）の不動産鑑定評価業務

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12月3日 ＴＥＲＲＡ不動産鑑定
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　萩原　国彦
神奈川県相模原市南区上
鶴間６－１６－１５

一般競争入札 - 1,075,554 -

新支援室完成に伴う支援室の移動及び什器等更新
作業

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12月9日 （株）ミツワ堂 7040001014798
代表取締役　鈴木　和弘
千葉県習志野市大久保２
－４－５

一般競争入札 - 4,790,940 -

物品管理システム用ハンディターミナルの調達及び
発送

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12月10日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 7,590,000 -

コンテンツマネジメントシステム操作研修動画の制
作業務

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12月10日
（株）ＫＡＦＫＡ－和布
可

2011001061680

代表取締役　鈴木　和弥
東京都渋谷区神山町１０
番１３号プリベイルちば屋
３Ｆ

一般競争入札 - 539,000 -

障害者雇用納付金システムに係る改修等業務

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12月16日
富士通エフ・アイ・
ピー（株）

6010601024969

取締役公共基盤営業本部
長　木村　弘行
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

一般競争入札 - 14,960,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

機構本部における経理事務労働者派遣業務

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12月16日 （株）カインズスタッフ 7040001020227
代表取締役　野口　正一
千葉県船橋市葛飾町２丁
目３４０

一般競争入札 - 1,245,420 -
予定調達総額（単価契約）
派遣金額　2,040.00円/時間（税抜） 

能開業務システムリプレース調達及び機器等保守
業務

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12月17日 富士通（株） 1020001071491

公共営業本部官庁第四統
括営業部長　早田　耕司
東京都港区東新橋一丁目
５番２号

一般競争入札（総
合評価）

- 286,688,450 -

障害者職業総合センター職業センターの印刷物（３
種）の作成及び発送

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12月20日
前田印刷（株）東京支
社

2220001006534
東京支店長　廣澤　賢二
東京都新宿区水道町２－
１３

一般競争入札 - 4,301,000 -

給与システム運用管理・保守業務

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12月20日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 3,550,635 -
複数年契約 R2.2.25～R4.3.31
2年目以降契約総額 70,762,560円

職員宿舎（横浜、武蔵中原）給水設備及び換気設備
更新作業

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12月20日 東京ビル整美（株） 5010001139567
代表取締役　山崎　一正
東京都千代田区神田１－
８－１３

一般競争入札 - 3,313,640 -

修了レポート等作成に係るパソコン及びプリンタ借
上並びに設置・設定等業務

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12月23日
コーユーイノテックス
（株）

1010401063569
代表取締役　梅木　孝治
東京都港区新橋６－１７－
１５

一般競争入札 - 1,003,273 -

ノートパソコン及び就労支援ソフトウェアの購入及び
発送

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12月24日 （株）プラムシックス 4040001006757
代表取締役　古山　明
千葉県千葉市中央区港町
１２番２１号

一般競争入札 - 13,178,000 -

グループウェアに係るメールアーカイブ機能構築及
び保守業務

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12月25日 （株）日立システムズ 6010701025710

公共営業統括本部第一営
業本部本部長　髙橋　郁
人
東京都品川区大崎１丁目
２番１号

一般競争入札 - 51,291,900 -
複数年契約 R1.12.25～R7.3.31
2年目以降契約総額 11,951,500円



(様式２)

公益法人
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都道府県
所管の区
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応札・
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(b)
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(b/a)
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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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

令和元年度離職者訓練に係る満足度等調査集計
業務等の委託

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12月25日
（株）日本能率協会総
合研究所

5010401023057
代表取締役　譲原　正昭
東京都港区芝公園三丁目
１番２２号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,650,000 -

予定調達総額（単価契約）
回収業務（受講者満足度アンケート）
132.00円/部（税別） 
発送業務（修了者満足度アンケート）
84.00円/部（税別） 
回収業務（修了者満足度アンケート）
262.00円/部（税別）

研究成果物等（３種）の印刷（障害者支援部門）

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9日
前田印刷（株）東京支
社

2220001006534
東京支店長　廣澤　賢二
東京都新宿区水道町２－
１３

一般競争入札 - 1,226,500 -

研究成果物等（４種）の印刷（社会的支援部門）

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9日 情報印刷（株） 9020001069413
代表取締役　山下　利治
神奈川県川崎市高津区宇
奈根字山野７１８－１５

一般競争入札 - 2,122,120 -

障害者雇用支援月間ポスター（絵画・写真）コンテス
トの募集に係る募集要項等の作製・発送

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9日 （株）萌翔社 2040001016378
代表取締役　杉山　渉
千葉県千葉市花見川区宮
野木台２－１０－５５

一般競争入札 - 1,914,000 -

本部事務用プリンタの購入等及び保守

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24日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 3,301,958 -

複数年契約 R2.1.24～R7.3.31
2年目以降契約総額 25,319,400円
予定調達総額（単価契約）
トナー（ブラック）　18,425.00円/本 
トナー（シアン）　14,080.00円/本 
トナー（マゼンタ）　14,080.00円/本　外

ポリテクカレッジポータルサイトにおけるテンプレート
改修業務及び保守業務

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27日 ビッグローブ（株） 2010001146797

代表取締役社長　有泉
健
東京都品川区東品川４ー
１２－４

一般競争入札 - 2,519,000 -

令和元事業年度～令和３事業年度財務諸表等作成
に係る支援業務

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28日 （株）港公会計 7010401130058
代表取締役　井上　大輔
東京都港区新橋３－９－１
０

一般競争入札 - 6,148,998 -

Ｎｏ．８４　ブルドーザ（沖縄職業能力開発促進セン
ター）

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2月4日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 20,570,000 -
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(b/a)
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法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

令和元事業年度～令和３事業年度消費税及び法人
住民税申告に関する業務委託

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2月5日
Ｆ＆Ｍパートナーズ税
理士法人

2120905000452
代表社員　安藤　かずえ
大阪府吹田市江坂町１－
１４－３３

一般競争入札 - 2,680,700 -

障害者雇用支援人材ネットワークシステムの改修及
び運用保守業務

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2月6日 ビッグローブ（株） 2010001146797

代表取締役社長　有泉
健
東京都品川区東品川４ー
１２－４

一般競争入札 - 473,000 -
複数年契約 R2.2.6～R5.11.30
2年目以降契約総額 12,177,000円

Ｎｏ．８３　橋形クレーン（関西職業能力開発促進セ
ンター大阪港湾労働分所）

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2月13日 日本ホイスト（株） 4240001032898
代表取締役　村上　正士
広島県福山市津之郷町大
字津之郷２５８－４

一般競争入札 - 25,960,000 -

デスクトップ型パソコンの調達

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2月14日
日本システムウエア
（株）

1011001017717

代表取締役執行役員社長
多田　尚二
東京都渋谷区桜丘町３１
－１１

一般競争入札 - 4,671,920 -

地域・広域センター用デスクトップ型パソコンの調達

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2月14日
日本システムウエア
（株）

1011001017717

代表取締役執行役員社長
多田　尚二
東京都渋谷区桜丘町３１
－１１

一般競争入札 - 21,499,005 -

経理システム運用管理業務

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2月17日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部長　大竹　勝
東京都港区三田一丁目４
－２８

一般競争入札 - 1,493,481 -
複数年契約 R2.3.16～R4.3.31
2年目以降契約総額 78,188,880円

基幹ネットワークシステムに係るソフトウェアライセン
ス調達及び保守

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2月19日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 3,040,048 -
複数年契約 R2.2.19～R6.3.31
2年目以降契約総額 1,286,846円

地域・広域センター用パソコン設定・送付・動作確認
及びサーバ設定・動作確認作業

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2月19日 （株）アジル 5020001040303

代表取締役社長　江崎
利治
神奈川県横浜市戸塚区川
上町８７－１

一般競争入札 - 7,854,000 -
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

文書作成ソフトウェア「一太郎」のライセンス調達

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2月20日 リコージャパン（株） 1010001110829
代表取締役　松石　秀隆
東京都大田区中馬込１丁
目３番６号

一般競争入札 - 6,955,564 -

「障害者雇用納付金システム」への取込用データ作
成等業務

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2月25日 （株）東計電算 4020001069830
代表取締役　甲田　博康
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１５０番地

一般競争入札（総
合評価）

- 1,430,000 -

複数年契約 R2.2.25～R3.3.31
2年目以降契約総額 31,300,005円
予定調達総額（単価契約）
納付金申告書等（様式１）　115.00円/件 
雇用状況報告書Ⅰ　35.00円/件 
雇用状況報告書Ⅱ　48.00円/件　ほか

パソコン設定・送付・動作確認及びサーバ設定・動
作確認作業

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2月27日 （株）両備システムズ 8260001007077
代表取締役　松田　敏之
岡山県岡山市南区豊成２
－７－１６

一般競争入札 - 5,170,000 -

令和元年度作成研究成果物１３種の発送等業務

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13日
エクセル出版サービ
ス（株）

9011801000600
代表取締役　内山　智昭
東京都葛飾区亀有１－１２
－１５

一般競争入札 - 2,324,300 -

ホームページ通信暗号化対応に係るＣＭＳテンプ
レート・ページ改修及び保守業務

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18日 ビッグローブ（株） 2010001146797

代表取締役社長　有泉
健
東京都品川区東品川４ー
１２－４

一般競争入札 - 2,062,500 -

令和２年度障害者雇用優良事業所等表彰式及び展
示会に係る企画・運営、会場設営等業務

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23日 （株）ムラヤマ 5010001007765
代表取締役　矢倉　俊彦
東京都江東区豊洲３丁目
２番２４号

一般競争入札（総
合評価）

- 12,485,000 -

令和２年度障害者雇用納付金システムに係る改修
（特例給付金関係）等業務

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
富士通エフ・アイ・
ピー（株）

6010601024969

取締役公共基盤営業本部
長　木村　弘行
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

一般競争入札 - 119,900,000 -

障害者職業総合センターホームページ再構築の詳
細設計等に係るアドバイザー業務

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
グラビス・アーキテク
ツ（株）

6430001049574
代表取締役　古見　彰里
東京都港区赤坂２－２０－
５

一般競争入札 - 3,839,000 -
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法人番号
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)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成３１年度自動車用燃料の給油及び公用車洗車
（単価契約）（北海道支部）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道支部 
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
－１

平成31年4月1日 （株）アイックス 4430001001454
代表取締役　伊藤　豊
北海道札幌市白石区本通
１２丁目南３番１０号

一般競争入札 - 1,081,356 -
予定調達総額（単価契約）
ガソリン　141.00円/ℓ 
洗車　648.00円/回 

平成３１～３３年度定期健康診断等業務（北海道支
部）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道支部 
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
－１

平成31年4月1日
北海道医療生活協同
組合札幌緑愛病院

2430005003044
代表理事　秋野　正敏
北海道札幌市清田区北野
１条１丁目６番３０号

一般競争入札 - 2,164,968 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,329,936円
予定調達総額（単価契約）
基本項目　6,480.00円/人 
眼底検査　1,080.00円/人 
胃ＡＢＣ検査　2,700.00円/人

「令和元年度生涯現役社会の実現に向けたシンポ
ジウム」におけるリーフレット等作成、会場設営等業
務ほか一式（北海道支部）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道支部 
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
－１

令和1年6月14日
（株）ヤマチコーポ
レーション

5430001013234
代表取締役　山地　章夫
北海道札幌市中央区北一
条西１０丁目１番１７号

一般競争入札 - 979,000 -

事務用機器（カラー印刷機１台）の購入（北海道支
部）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道支部 
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
－１

令和2年2月6日 理想科学工業（株） 9010401031452
代表取締役　羽山　明
東京都港区芝５丁目３４番
７号

一般競争入札 - 5,715,050 -

事務用什器（台形フラップテーブル等４点）の購入等
（北海道障害者職業センター旭川支所）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道障害者職業センター 
北海道札幌市北区北二十四条西５－１
－１札幌サンプラザ５階

令和1年6月27日 （株）旭屋 8450001000194
代表取締役　山田　秀樹
北海道旭川市４条通２１丁
目左４号

一般競争入札 - 884,520 -

事務用什器（６人用ロッカー等２８点）の購入等（北
海道障害者職業センター・北海道障害者職業セン
ター旭川支所）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
北海道障害者職業センター 
北海道札幌市北区北二十四条西５－１
－１札幌サンプラザ５階

令和2年1月15日 （株）旭屋 8450001000194
代表取締役　山田　秀樹
北海道旭川市４条通２１丁
目左４号

一般競争入札 - 3,509,000 -

平成３１～３３年度清掃等環境衛生管理業務（北海
道職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
ブイファッション仙台
（株）

7370001011498
代表取締役　目黒　秀樹
宮城県仙台市宮城野区原
町５丁目８番４７号

一般競争入札 - 7,555,680 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 15,111,360円

平成３１～３３年度訓練用ネットワークの保守・運用
（北海道職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 747,360 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,494,720円
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ウィルス対策ソフト購入及びサーバ構築作業（北海
道職業能力開発促進センター）

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5月22日 （株）大塚商会 1010001012983
代表取締役　大塚　裕司
東京都千代田区飯田橋２
丁目１８番４号

一般競争入札 - 464,400 -

令和元年度施設・設備等現況調査業務（北海道職
業能力開発促進センター）

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6月5日
（株）田中建築設備事
務所

1430001010268
代表取締役　田中　昌己
北海道札幌市中央区南１
条西７丁目２０番１号

一般競争入札 - 1,080,000 -

訓練用機器（コンプレッサー２台）の購入（北海道職
業能力開発促進センター）

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6月14日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 3,855,600 -

就職相談室ＰＣ増設等一式（北海道職業能力開発
促進センター）

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6月24日
エヌ・ティ・ティ・システ
ム開発（株）

3013301028508
代表取締役　田村　浩一
東京都豊島区目白２丁目
１６番２０号

一般競争入札 - 1,564,920 -

訓練用機器（自動火災報知設備一式）の購入（北海
道職業能力開発促進センター）

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7月25日
（株）富士防災システ
ム

2430001028706

代表取締役　小野木　完
司
北海道札幌市東区伏古五
条２丁目２番２２号

一般競争入札 - 1,350,000 -

訓練用機器（シーケンス制御作業受験対策ユニッ
ト）の購入（北海道職業能力開発促進センター）

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11月8日 （株）サン・テクノ 7430001019337
代表取締役　下妻　富雄
北海道札幌市東区北２０
条東９丁目１－７

一般競争入札 - 1,478,620 -

令和２年度離職者訓練受講者募集パンフレット等作
成及び発送業務（北海道職業能力開発促進セン
ター）

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11月21日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　星　謙
一郎
愛知県名古屋市中区栄１
丁目２３番２０号

一般競争入札 - 1,490,115 -

令和元年度訓練用機器（衛生器具１式）の購入（北
海道職業能力開発促進センター）

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12月3日 （株）ハンダ 3440001001818

代表取締役　半田　幸一
郎
北海道函館市西桔梗町５
８９番地１２４

一般競争入札 - 877,800 -
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厨房用機器（給茶器外４点）の購入（北海道職業能
力開発促進センター）

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12月6日 ホシザキ北海道（株） 1430001015639
代表取締役　丸山　暁
北海道札幌市白石区菊水
一条４丁目１番８号

一般競争入札 - 1,980,000 -

訓練用機器（ＰＬＣ制御実習装置一式）の購入（北海
道職業能力開発促進センター）

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12月18日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 1,151,810 -

電子複写機の購入及び保守業務（北海道支部・北
海道職業能力開発促進センター）

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2年1月16日
リコージャパン（株）北
海道支社

1010001110829

公共営業部部長　宇野
暢智
北海道札幌市北区７条西
２丁目８番地１

一般競争入札 - 3,710,850 -

複数年契約 R2.1.16～R7.3.31
2年目以降契約総額 5,148,000円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　1.32円/枚 
カラー　13.20円/枚 

事務用什器（会議用机外１点）の購入（北海道職業
能力開発促進センター）

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2年2月25日 （株）エム・マツバラ 9430001002761
代表取締役　大山　薫
北海道札幌市豊平区月寒
東４条９丁目５番１１号

一般競争入札 - 2,609,200 -

平成３１年度における旭川地域情報誌「ライナー」へ
の広告掲載業務（旭川訓練センター）

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1日 （有）協同アドコム 6450002001961
代表取締役　初山　邦夫
北海道旭川市１条通１１丁
目２０７６番１

一般競争入札 - 1,693,440 -

職業訓練用測定器等（デジタル長尺ノギス（４５０ｍ
ｍ）外１３点）の購入（旭川訓練センター）

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

令和1年5月10日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 3,095,280 -

令和元年度施設・設備等現況調査業務（旭川訓練
センター）

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

令和1年6月5日
（株）テクナ設計企画
事務所

9430001010888
代表取締役　篠原　邦彦
北海道札幌市西区西野５
条６丁目５番１号

一般競争入札 - 1,360,800 -

書庫等一式の購入（旭川訓練センター）

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

令和1年8月19日 （株）旭屋 8450001000194
代表取締役　山田　秀樹
北海道旭川市４条通２１丁
目左４号

一般競争入札 - 1,861,090 -



(様式２)
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）
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一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

暖房ボイラー運転・管理業務（旭川訓練センター）

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

令和1年9月6日 （株）ベルックス 2430001014425
代表取締役　梶野　弘毅
北海道札幌市中央区北五
条西１２丁目２番地

一般競争入札 - 2,288,000 -

暖房用燃料（Ａ重油・灯油）の購入（単価契約）（旭川
訓練センター）

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

令和1年9月18日
北海道エネルギー
（株）道北支店

9430001037048

執行役員支店長　清水
剛
北海道旭川市永山３条６
丁目１番１０号

一般競争入札 - 5,900,400 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　67.65円/Ｌ 
灯油　82.50円/Ｌ 

訓練用機器（ツールワゴン外３点）の購入（旭川訓練
センター）

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

令和1年10月25日 （株）大興商事 9430001009352

代表取締役　児玉　雄一
郎
北海道札幌市中央区北２
条東１０丁目９３

一般競争入札 - 2,020,700 -

訓練用機器（パソコン外４点）の購入（旭川訓練セン
ター）

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

令和1年12月17日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 1,298,000 -

平成３１～３３年度警備業務（単価契約）（釧路訓練
センター）

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

平成31年4月1日
（株）ノア・ビルサービ
ス

4460101001368
代表取締役　宮下　稔
北海道帯広市西１１条南１
８丁目１番地

一般競争入札 - 1,690,696 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,381,394円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,263.00円/時間 

平成３１～３３年度ボイラー設備管理業務（釧路訓練
センター）

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

平成31年4月1日 （株）綜合サービス 1460001000902
代表取締役　杉山　宏司
北海道釧路郡釧路町曙１
丁目２番地１２

一般競争入札 - 1,699,197 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,398,392円

平成３１～３３年度清掃業務（釧路訓練センター）

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

平成31年4月1日 北勝ビル管財（株） 9460101005934
代表取締役　水上　亮太
北海道河東郡音更町東通
１２丁目４番地

一般競争入札（総
合評価）

- 1,874,880 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,749,760円

令和元年度施設・設備等現況調査業務（釧路訓練
センター）

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6月5日
（株）岩見田設備設計
事務所

8430001001814
代表取締役　川原　千佳
北海道札幌市北区北３０
条西４丁目２番２７号

一般競争入札 - 1,620,000 -
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契約相手方の
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暖房用燃料（Ａ重油）の購入（単価契約）（釧路訓練
センター）

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9月25日 （株）三ツ輪商会 1460001000695
代表取締役　栗林　延年
北海道釧路市鳥取南５丁
目１２番５号

一般競争入札 - 2,549,800 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　67.10円/Ｌ 

トナーカートリッジ他の購入（単価契約）（釧路訓練
センター）

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23日 （株）トーワ 4460001001138
代表取締役　水口　喜文
北海道釧路市光陽町１１
－７

一般競争入札 - 1,218,327 -

予定調達総額（単価契約）
マゼンダ　20,174.00円/個 
イエロー　20,174.00円/個 
シアン　20,174.00円/個

訓練用機器（エアコン）の購入（釧路訓練センター）

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2年1月10日 （株）渡商 7430001011822
代表取締役　櫛引　英男
北海道札幌市北区新琴似
７条１３丁目５番１３号

一般競争入札 - 1,611,500 -

訓練用パソコンのＯＳアップグレード等作業（釧路訓
練センター）

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2年2月13日 （株）マルエイ六峰社 2460001001627
代表取締役　玉村　淳一
北海道釧路市仲浜町１番
１５

一般競争入札 - 979,000 -

平成３１～３３年度警備業務（函館訓練センター）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
函館訓練センター 
北海道函館市日吉町３－２３－１

平成31年4月1日
（株）ノア・ビルサービ
ス

4460101001368
代表取締役　宮下　稔
北海道帯広市西１１条南１
８丁目１番地

一般競争入札 - 1,800,565 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,601,130円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,285.00円/時間

令和元年度施設・設備等現況調査業務（函館訓練
センター）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
函館訓練センター 
北海道函館市日吉町３－２３－１

令和1年6月5日
（株）田中建築設備事
務所

1430001010268
代表取締役　田中　昌己
北海道札幌市中央区南１
条西７丁目２０番１号

一般競争入札 - 972,000 -

居住系ソフトウェア一式の購入（函館訓練センター）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
函館訓練センター 
北海道函館市日吉町３－２３－１

令和1年9月19日 （株）大塚商会 1010001012983
代表取締役　大塚　裕司
東京都千代田区飯田橋２
丁目１８番４号

一般競争入札 - 1,567,500 -

灯油の購入（単価契約）（函館訓練センター）

契約担当役支部長 
門馬　直城 
函館訓練センター 
北海道函館市日吉町３－２３－１

令和1年9月25日 （株）池見石油店 6440001000107
代表取締役　石塚　大
北海道函館市豊川町１０
番１号

一般競争入札 - 2,455,200 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　68.20円/Ｌ 
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平成３１～３３年度学生寮管理業務（北海道能開大）

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

平成31年4月1日 （株）小樽ビル管理 9430001049794
代表取締役　西川　健治
北海道小樽市色内１丁目
９番地１号松田ビル２階

一般競争入札 - 5,266,569 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 10,533,096円

平成３１年度北海道職業能力開発大学校及び学生
寮清掃業務（北海道能開大）

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

平成31年4月1日 （株）小樽ビル管理 9430001049794
代表取締役　西川　健治
北海道小樽市色内１丁目
９番１号松田ビル２階

一般競争入札（総
合評価）

- 7,689,600 -

訓練用機器（万能研削盤）の購入（北海道能開大）

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

平成31年4月26日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 10,648,000 -

訓練用機器（ボール盤一式）の購入（北海道能開
大）

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5月27日 和商（株）札幌営業部 6430001018249
代表取締役　市川　博靖
北海道札幌市西区発寒１
５条１３丁目１番４５号

一般競争入札 - 2,513,984 -

訓練用機器（精密高さ測定器と組立・分解用機器一
式）の購入（北海道能開大）

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5月28日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 2,527,200 -

訓練用機器（クライアントハードウェア一式）の購入
（北海道能開大）

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5月29日
（株）コンドウサイエン
ス

7430001037462
代表取締役　小村　義一
北海道札幌市東区北２２
条東１丁目２－２２

一般競争入札 - 9,718,920 -

令和元年度施設・設備等現況調査業務（北海道能
開大）

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6月5日
（株）田中建築設備事
務所

1430001010268
代表取締役　田中　昌己
北海道札幌市中央区南１
条西７丁目２０番１号

一般競争入札 - 1,944,000 -

デジタル複合機１台の購入及び保守業務（北海道能
開大）

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9月19日 （株）サン・テクノ 7430001019337
代表取締役　下妻　富雄
北海道札幌市東区北二十
条東９丁目１番７号

一般競争入札 - 2,236,531 -

複数年契約 R1.9.19～R6.10.31
2年目以降契約総額 9,113,841円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.89円/枚 
カラー　10.12円/枚 
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(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

灯油の購入（単価契約）（北海道能開大）

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9月24日 六光石油（株） 4430001050682
代表取締役　種谷　英文
北海道小樽市色内２丁目
４番２号

一般競争入札 - 13,530,440 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　70.84円/Ｌ 

訓練用機器（ＰＬＣネットワーク機器一式ほか）の購
入（北海道能開大）

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12日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 4,917,000 -

公用車（乗用車）交換購入一式（北海道能開大）

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14日
ホンダカーズ小樽
（株）

5430001050376
代表取締役　廣瀬　弘幸
北海道小樽市勝納町１５
番１２号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,713,241 -

訓練用機器（ブリネル硬度計とショア硬度計）の購入
（北海道能開大）

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28日
コーヨー日軸（株）札
幌営業所

2290801002874
所長　矢野　詠一
北海道札幌市東区北２３
条東２３丁目４番地２３

一般競争入札 - 3,842,300 -

訓練用機器（ＦＡ制御総合システムシーケンス制御
用パソコンと基板加工機用パソコン）の購入（北海道
能開大）

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28日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア

一般競争入札 - 12,650,000 -

訓練用機器（モータ制御実習教材一式）の購入（北
海道能開大）

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12月6日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 1,375,000 -

訓練用什器（オフィスチェア一式ほか）の購入（北海
道能開大）

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12月11日 （株）イシダ 3430001001372
代表取締役　石田　一幸
北海道札幌市豊平区平岸
４条３丁目１番２４号

一般競争入札 - 2,616,900 -

訓練用機器（低温恒温恒湿器）の購入（北海道能開
大）

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12月12日 早坂理工（株） 7430001013620
代表取締役　早坂　岳志
北海道札幌市中央区北４
条西２丁目８番地２

一般競争入札 - 4,158,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

学生寮個室学習用椅子の更新（北海道能開大）

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12月13日 （株）渡商 7430001011822
代表取締役　櫛引　英男
北海道札幌市北区新琴似
７条１３丁目５番１３号

一般競争入札 - 1,420,650 -

訓練用機器（デジタルオシロスコープ外４点）の購入
（北海道能開大）

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12月16日
（株）コンドウサイエン
ス

7430001037462
代表取締役　小村　義一
北海道札幌市東区北２２
条東１丁目２－２２

一般競争入札 - 2,134,000 -

訓練用機器（プリント基板製作装置）の購入（北海道
能開大）

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12月25日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 4,367,000 -

訓練用機器（グループワーク用パソコン）の購入（北
海道能開大）

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2年1月9日
（株）コンドウサイエン
ス

7430001037462
代表取締役　小村　義一
北海道札幌市東区北２２
条東１丁目２－２２

一般競争入札 - 1,357,994 -

訓練用機器（コンプレッサ）の購入（北海道能開大）

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2年1月9日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

一般競争入札 - 2,167,000 -

訓練用機器（施工振動管理システム用パソコン）の
購入（北海道能開大）

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2年1月10日
（株）コンドウサイエン
ス

7430001037462
代表取締役　小村　義一
北海道札幌市東区北２２
条東１丁目２－２２

一般競争入札 - 3,395,040 -

第１７回北海道ポリテックビジョン会場設営等業務
（北海道能開大）

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2年1月16日 （株）昌文堂 9430001007950
代表取締役　櫻田　卓士
北海道札幌市北区北１１
条西４丁目２－２３

一般競争入札 - 1,353,000 -

訓練用機器（マイクロスコープ）の購入（北海道能開
大）

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2年1月24日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 11,638,000 -



(様式２)
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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)
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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

訓練用機器（視聴覚機器一式ほか）の購入（北海道
能開大）

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2年1月31日
（株）コンドウサイエン
ス

7430001037462
代表取締役　小村　義一
北海道札幌市東区北２２
条東１丁目２－２２

一般競争入札 - 5,775,000 -

敷地内除排雪等業務（青森障害者職業センター）

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11月19日 （有）前田造園 1420002002810
代表取締役　前田　均
青森県青森市幸畑字阿部
野１８７－６

一般競争入札 - 1,060,400 -

予定調達総額（単価契約）
除雪作業（人力）　2,750.00円/時間 
除雪作業（ショベルローダー０．５㎥）
11,000.00円/時間 
排雪作業（トラック４ｔ）　8,800.00円/時間

カラー複合機（キャノン製１台）の賃貸借及び保守
（青森職業能力開発促進センター八戸実習場）

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

平成31年4月1日
キャノンシステムアン
ドサポート（株）

5010701002751
部長　橋本　光則
青森県青森市問屋町１－
３－８

一般競争入札 - 389,578 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 779,154円
予定調達総額（単価契約）
賃借料　7,100.00円/月 
モノクロ　0.88円/枚 
カラー　6.20円/枚

カラー複合機（キャノン製１台）の賃貸借及び保守
（青森職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
キャノンシステムアン
ドサポート（株）

5010701002751
部長　橋本　光則
青森県青森市問屋町１－
３－８

一般競争入札 - 960,131 -

複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 3,840,512円
予定調達総額（単価契約）
賃借料　11,400.00円/月 
モノクロ　0.88円/枚 
カラー　6.20円/枚

訓練用機器（機械保全機器一式）の購入（青森職業
能力開発促進センター）

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10月2日 （株）ザックス 5420001012567
代表取締役　北田　浩
青森県下北郡東通村大字
田屋字上流１１番地

一般競争入札 - 1,547,370 -

訓練用機器（電気保全・安全機器一式）の購入（青
森職業能力開発促進センター）

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10月2日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 4,327,400 -

暖房用燃料（白灯油）の購入（単価契約）（青森職業
能力開発促進センター）

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10月18日 （株）北斗燃料 3420001001844
代表取締役　市前　智也
青森県青森市桂木４－７
－１１

一般競争入札 - 5,806,350 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油　62.10円/Ｌ 

構内除排雪業務（青森職業能力開発促進センター）

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11月19日 倉橋建設（株） 8420001000783
代表取締役　倉橋　純造
青森県青森市勝田２－２
－１７

一般競争入札 - 3,341,800 -

予定調達総額（単価契約）
除雪業務（車両系建設機械２．５㎥）
12,870.00円/時間 
排雪業務（１０ｔトラック差枠付）　9,680.00
円/時間 
除雪（人力）業務　2,200.00円/時間



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（表示器・通信機器一式）の購入（青森
職業能力開発促進センター）

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12月24日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 7,315,000 -

訓練用機器（インバータ実習装置一式）の購入（青
森職業能力開発促進センター）

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12月24日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 9,493,000 -

Ａ棟３０４教室空調設備新設業務（青森短大）

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

平成31年4月1日 （株）丸英でんき 7420001008134

代表取締役社長　飛嶋
響
青森県五所川原市字末広
町３０番地４３

一般競争入札 - 1,922,400 -

平成３１・３２年度学生寮管理業務（青森短大）

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

平成31年4月1日
キョウワセキュリオン
（株）

7380001000401
代表取締役　吾妻　拓
福島県福島市五月町３番
１８号

一般競争入札 - 10,509,750 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 10,509,750円
予定調達総額（単価契約）
日中　1,620.00円/時間 
夜間　2,025.00円/時間 

平成３１・３２年度施設警備業務（青森短大）

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

平成31年4月1日 （株）トーソー 2420001005177
代表取締役　中野　亮太
青森県青森市港町二丁目
１０番地４４号

一般競争入札 - 3,013,200 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,013,200円
予定調達総額（単価契約）
平日　1,620.00円/時間 
休日　1,620.00円/時間 

平成３１～３３年度学生ホール及び学生寮給食業務
（青森短大）

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

平成31年4月1日 （株）魚国総本社 1120001074930
代表取締役　田所　伸浩
大阪府大阪市中央区道修
町１丁目６番１９号

一般競争入札 - 10,627,200 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 21,254,400円

平成３１・令和２年度清掃業務（青森短大）

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

平成31年4月1日
広陽ビルサービス
（有）

9420002011077
代表取締役　吉田　辰美
青森県五所川原市大字七
ツ館字虫流５０－４４

一般競争入札（総
合評価）

- 8,601,768 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 8,601,768円

変圧器更新業務（青森短大）

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5月15日 （株）丸英でんき 7420001008134

代表取締役社長　飛嶋
響
青森県五所川原市字末広
町３０番地４３

一般競争入札 - 1,350,000 -
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訓練用機器（ＮＣプログラミング用ＰＣシステム）の購
入（青森短大）

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28日 （株）トヨタシステムズ 4180001017641

代表取締役　北沢　宏明
愛知県名古屋市東区泉１
－２３－２２トヨタホーム栄
ビル６Ｆ

一般競争入札 - 7,808,400 -

Ｃ棟空調機設置業務（青森短大）

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7月10日 大青工業（株） 5420001001256

代表取締役社長　鳴瀨
正彦
青森県青森市問屋町１丁
目９番３０号

一般競争入札 - 3,240,000 -

訓練用機器（メンテナンス実習装置）の購入（青森短
大）

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7月26日 （有）ナリショウ 4420002002171
代表取締役　成田　隆雄
青森県青森市古川１丁目
２番７号

一般競争入札 - 3,080,000 -

訓練用機器（タッチパネル１１式）の購入（青森短大）

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7月26日 （株）ザックス 5420001012567
代表取締役　北田　浩
青森県下北郡東通村大字
田屋字上流１１番地１

一般競争入札 - 2,239,380 -

訓練用機器（卓上型レーザー加工機）の購入（青森
短大）

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7月26日
（株）ヨコハマシステム
ズ

3020001030223
代表取締役　山田　建史
神奈川県横浜市西区北幸
２－６－２６

一般競争入札 - 2,160,000 -

ボイラー暖房等校内管理業務（青森短大）

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10月18日 （有）グリーンジャパン 1420002011068
取締役　斉藤　妃佐子
青森県五所川原市大字漆
川字鍋懸４９番地１

一般競争入札 - 4,483,160 -

複数年契約 R1.11.1～R3.4.30
2年目以降契約総額 6,042,520円
予定調達総額（単価契約）
現場責任者　2,400.00円/時間 
作業員　2,030.00円/時間 

訓練用機器（ＰＬＣユニット１１式）の購入（青森短大）

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10月24日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地

一般競争入札 - 1,613,700 -

事務用什器（片袖机１３台外１件）及び事務室内
カーペット更新業務（青森短大）

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10月24日 （有）たむら文具 5420002011213
代表取締役　田村　一男
青森県五所川原市大字稲
実字米崎１１８番地９

一般競争入札 - 1,980,000 -
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暖房用燃料（Ａ重油・白灯油の購入）（単価契約）（青
森短大）

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10月24日 （株）木村石油 4420001007980
代表取締役　木村　隆
青森県五所川原市大字広
田字柳沼５４番地１

一般競争入札 - 3,165,030 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　59.80円/Ｌ 
白灯油　62.70円/Ｌ 

構内除排雪業務（青森短大）

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11月19日 （有）白戸土建 7420002011153
取締役　白戸　耕二
青森県五所川原市七ツ館
字鶴ヶ沼２０７－４

一般競争入札 - 1,402,500 -
予定調達総額（単価契約）
除排雪業務（車両系建設機械２．５㎥）
8,250.00円/時間 

訓練用機器（オシロスコープ３１台）の購入（青森短
大）

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12月24日 美和電気工業（株） 9011101020778

代表取締役社長　山本
裕
東京都新宿区新宿１－８
－５新宿御苑ビル６階

一般競争入札 - 2,703,690 -

平成３１年度印刷機（オルフィスＥＸ７２５０）消耗品調
達（単価契約）（岩手支部）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手支部 
岩手県花巻市天下田６９－１

平成31年4月1日 （株）事務機商事 9400001000768
代表取締役　山崎　清基
岩手県盛岡市紺屋町４－
３０

一般競争入札 - 3,587,724 -

予定調達総額（単価契約）
インク　マゼンタ　34,675.00円/本 
インク　シアン　34,675.00円/本 
インク　イエロー　34,675.00円/本　ほか

本館空調設備機器保守点検業務委託（岩手職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手支部 
岩手県花巻市天下田６９－１

平成31年4月1日 三和設備工業（株） 9400001005305

代表取締役　佐々木　英
樹
岩手県花巻市本舘１６４番
地１

一般競争入札 - 1,134,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,268,000円

平成３１年度メール便運送業務委託（単価契約）（岩
手支部）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手支部 
岩手県花巻市天下田６９－１

平成31年4月1日
ヤマト運輸（株）岩手
主管支店

1010001092605
支店長　鎌田　陽一
岩手県北上市流通セン
ター１７ー３

一般競争入札 - 1,499,636 -
予定調達総額（単価契約）
メール便　62.00円/通 

平成３１年度ガソリン及び灯油調達（単価契約）（岩
手障害者職業センター）

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

平成31年4月1日
北日本石油（株）盛岡
販売支店

5010001075985
販売支店長　山田　利雄
岩手県盛岡市川目町１番
５号

一般競争入札 - 1,210,680 -
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　145.80円/Ｌ 
白灯油　95.04円/Ｌ 

平成３１年度～平成３３年度人的警備業務委託（岩
手職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

平成31年4月1日
東洋ワークセキュリ
ティ（株）

9370001018599

盛岡営業所所長　小林
龍
岩手県盛岡市清水町１２
－３３　リバーサイドＴＡＮＴ
ＡＮ１

一般競争入札 - 7,886,160 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 15,869,520円
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令和元年度本館冷暖房用灯油の購入（単価契約）
（岩手職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年6月24日 （株）丸片石油 5400001006249
代表取締役　片方　寛之
岩手県北上市相去町平林
２１－２０３

一般競争入札 - 1,634,100 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油　72.40円/Ｌ（税別） 

実習場建替その他工事に伴うアスベスト調査業務
委託（岩手職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年8月30日 エヌエス環境（株） 4010401004900
代表取締役　浅野　幸雄
東京都港区芝公園一丁目
２番９号

一般競争入札 - 770,000 -

令和元～３年度実習場ボイラー運転管理業務委託
（岩手職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年10月28日 （株）トライス 4400001001523
代表取締役　菅村　泰介
岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目１７番１０号

一般競争入札 - 2,246,640 -
複数年契約 R1.11.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,464,800円

令和元年度暖房用重油の購入（単価契約）（岩手職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年10月29日 （株）丸片石油 5400001006249
代表取締役　片方　寛之
岩手県北上市本通り４丁
目１４番１０号

一般競争入札 - 4,078,800 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　61.80円/Ｌ（税別） 

訓練用機器（交直両用パルス溶接機一式）の購入
（岩手職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年11月21日
第一開明（株）北上営
業所

5400001000895

代表取締役社長　柿崎
卓也
岩手県北上市相去町平林
３－３

一般競争入札 - 1,120,900 -

令和２年度離職者訓練受講生募集パンフレット及び
リーフレット作成一式（岩手職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年11月28日 川口印刷工業（株） 4400001000459

代表取締役社長　斎藤
誠
岩手県盛岡市羽場１０－１
－２

一般競争入札 - 883,740 -
複数年契約 R1.11.27～R2.12.18
2年目以降契約総額 176,220円

訓練用機器（超硬バイト研削盤一式）の調達（岩手
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和1年12月25日 （株）菅正 1400001005337

代表取締役社長　菅原
秀行
岩手県花巻市坂本町２－
１１

一般競争入札 - 1,622,500 -

生産性向上支援訓練及びＩＴ活用力セミナーカリキュ
ラムモデル外印刷製本等業務一式（岩手職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
須江　芳行 
岩手職業能力開発促進センター 
岩手県花巻市天下田６９－１

令和2年2月13日 あべ印刷（株） 1400601000010
代表者　阿部　由起男
岩手県奥州市水沢区佐倉
河字東広町６０

一般競争入札 - 813,499 -
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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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

２０１９，２０２０年度人的警備業務委託（宮城職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
キョウワセキュリオン
（株）

7380001000401
代表取締役　吾妻　拓
福島県福島市五月町３－
１８

一般競争入札 - 4,926,874 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,926,874円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,280.00円/時間 

２０１９、２０２０年度産業廃棄物処理業務（宮城職業
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）木村土建 8370301000423
代表取締役　木村　浩章
宮城県東松島市大塩字五
台２３－２

一般競争入札 - 1,087,992 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,087,992円

２０１９、２０２０年度清掃業務（宮城職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日 （株）北斗ビル管理 9370001010267
代表取締役　谷平　龍哉
宮城県仙台市青葉区片平
１－３－２

一般競争入札（総
合評価）

- 4,587,840 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,587,840円

訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（既存システム
へのクライアント追加））の購入（宮城職業能力開発
促進センター）

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

平成31年4月17日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 2,786,400 -

訓練用機器（ＩｏＴシステム機器）の購入（宮城職業能
力開発促進センター）

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7月8日 日本電計（株） 9010501010505
代表取締役　佐藤　信介
東京都千代田区外神田３
－５－１２聖公会神田ビル

一般競争入札 - 6,564,240 -

４号棟空気調和装置（ボイラー等）年次点検（宮城職
業能力開発促進センター）

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9月4日
（株）日立産機システ
ム

7010001090826
代表取締役　荒谷　豊
東京都千代田区神田練塀
町３

一般競争入札 - 1,870,000 -

住宅建築用木材（桁、梁、柱他）１式の購入（宮城職
業能力開発促進センター）

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10月7日
（株）グリーンハウ
ザー

4370001004975
代表取締役　和泉　一昭
宮城県仙台市宮城野区中
野字上小袋田１８－１

一般競争入札 - 2,365,000 -

白灯油（１３，０００Ｌ）の購入（宮城職業能力開発促
進センター）

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10月29日 野口石油（株） 8370201002965

代表取締役社長　野口
知秀
宮城県栗原市築館源光１
２番３０号

一般競争入札 - 1,144,000 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油　80.00円/Ｌ 
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令和２年度宮城県版能力開発セミナーパンフレット
の作成及び発送（宮城職業能力開発促進センター・
東北能開大）

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20日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　星　謙
一郎
宮城県仙台市泉区加茂１
－４８－２

一般競争入札 - 1,797,609 -

本館レイアウト変更等業務（宮城職業能力開発促進
センター）

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22日
大丸（株）仙台オフィ
ス

5430001009620
オフィス長　小松　希明
宮城県仙台市若林区六丁
の目西町８－１

一般競争入札 - 9,328,000 -

「令和２年度公共職業訓練受講生募集のご案内」パ
ンフレット制作・印刷業務（宮城職業能力開発促進
センター）

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12月11日 （株）東誠社 4370001004892
代表取締役　早坂　敬子
宮城県仙台市宮城野区岡
田西町１－５５

一般競争入札 - 924,000 -

訓練用機器（測量機器）５台の購入（宮城職業能力
開発促進センター）

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2年1月24日 （株）ヤシマ測器店 6370001010666
代表取締役　八島　達弥
宮城県仙台市青葉区上杉
１丁目６番２７号

一般競争入札 - 6,479,000 -

訓練用機器（省エネルギー計算ソフト）の購入（宮城
職業能力開発促進センター）

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2年1月24日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　及川
弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 1,979,967 -

複合機１台の更新及び保守業務（宮城職業能力開
発促進センター）

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2年1月29日 松本事務機（株） 2370001006107
代表取締役　松本　信一
宮城県仙台市宮城野区幸
町２－１１－２３

一般競争入札 - 482,680 -

複数年契約 R2.1.29～R7.3.31
2年目以降契約総額 3,220,800円
予定調達総額（単価契約）
モノクロコピー　0.50円/枚 
カラーコピー　3.40円/枚 

令和２年度能力開発セミナーリーフレットの印刷・発
送業務（宮城職業能力開発促進センター）

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2年3月5日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　星　謙
一郎
宮城県仙台市泉区加茂１
－４８－２

一般競争入札 - 4,040,960 -

予定調達総額（単価契約）
表紙チラシ　12.70円/枚 
送付状　5.20円/枚 
受講申込書　5.20円/枚

住宅建築用木材（桁、梁、柱他）一式の購入（宮城
職業能力開発促進センター）

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2年3月25日
（株）グリーンハウ
ザー

4370001004975
代表取締役　和泉　一昭
宮城県仙台市宮城野区中
野字上小袋田１８－１

一般競争入札 - 1,991,000 -
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２０１９年度トナーカートリッジ等の購入（単価契約）
（東北能開大）

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

平成31年4月1日
ＭＣサプライアンドサ
ポート（株）

6011201016704

代表取締役　鈴木　秀幸
東京都千代田区内神田二
丁目７番８号第１５岡崎ビ
ル１階

一般競争入札 - 4,101,073 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック　18,880.00円
/本 
トナーカートリッジ　シアン　16,400.00円/
本 
トナーカートリッジ　マゼンダ　16,400.00
円/本　ほか

消防設備保守点検及び屋内消火栓ホース等耐圧試
験（２０１９～２０２１年度）（東北能開大）

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

平成31年4月1日
（株）古川ポンプ製作
所

5370203000045
代表取締役　氏家　英喜
宮城県大崎市古川中里１
丁目１０番２９号

一般競争入札 - 803,520 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 969,840円

人的警備業務（２０１９～２０２１年度）（単価契約）
（東北能開大）

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

平成31年4月1日
キョウワセキュリオン
東北（株）

7370001021373
代表取締役　小林　光一
宮城県仙台市青葉区花京
院２－１－１４

一般競争入札 - 2,426,112 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,852,224円
予定調達総額（単価契約）
警備料（税込、小数点以下切り上げ）
1,296.00円/時間 

学生寮舎監理業務（２０１９～２０２２年度分）（東北
能開大）

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

平成31年4月1日
（有）仙北ビルサービ
ス

4370202004444
代表取締役　渡辺　恭嘉
宮城県栗原市築館青野１
－１４

一般競争入札 - 6,804,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 13,608,000円

学生寮食堂及び学生ホール食堂運営業務（２０１９
～２０２１年度分）（東北能開大）

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

平成31年4月1日 （株）ホーユー 5240001024325
代表取締役　山浦　芳樹
広島県広島市中区舟入本
町１７番１号

一般競争入札 - 6,480,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 12,960,000円

２０１９年度学生輸送業務（東北能開大）

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

平成31年4月1日
（株）栗原観光タク
シー

4370201003496
代表取締役　野村　浩也
宮城県栗原市築館薬師１
－１－１４

一般競争入札 - 7,711,200 -

２０１９、２０２０年度校内清掃業務（東北能開大）

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

平成31年4月1日
（有）仙北ビルサービ
ス

4370202004444
代表取締役　渡辺　恭嘉
宮城県栗原市築館青野１
－１４

一般競争入札（総
合評価）

- 6,107,400 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,107,400円

河北新報発行「週刊オーレ」広告掲載業務（東北能
開大）

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6月18日
（株）第一エージェン
シー

6370001009155
代表取締役　石田　正彦
宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１０番２１号

一般競争入札 - 1,793,000 -
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令和元年度施設設備等現況調査業務委託（東北能
開大）

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6月21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 - 1,663,200 -

令和元年度訓練用機器「３Ｄスキャナシステム」の購
入（東北能開大）

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6月27日 （株）東栄科学産業 3370001002030
代表取締役　山城　智万
宮城県仙台市太白区富沢
４－８－２９

一般競争入札 - 13,500,000 -

訓練用機器（ＦＡ制御総合システム用パソコン一式）
の購入（東北能開大）

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7月5日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753

代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号　エマタナカビ
ル３Ｆ

一般競争入札 - 13,478,400 -

訓練用機器（大型恒温恒湿器外１件）の購入（東北
能開大）

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7月22日 （株）千葉測機 2370001012055
代表取締役　千葉　暢彦
宮城県仙台市太白区東中
田四丁目２１番１号

一般競争入札 - 9,229,000 -

訓練用機器（自動一面鉋盤）の購入（東北能開大）

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7月30日 （株）泰栄産業 6370001003447
代表取締役　嶋　功二
宮城県仙台市若林区鶴代
町１ー５０－３

一般競争入札 - 3,036,000 -

訓練用機器（万能試験機）の校正業務（東北能開
大）

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10月9日 東北測器（株） 8370601002417
代表取締役　細界　守明
宮城県多賀城市中央２丁
目２４番４号

一般競争入札 - 1,625,800 -

訓練用機器（金属顕微鏡１式）の購入（東北能開大）

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10月11日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 3,212,000 -

訓練用機器（二軸制御応用実験機器）の購入（東北
能開大）

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10月11日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 4,827,900 -



(様式２)
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法人番号
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)
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物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（ＡＲ溶接技能訓練システム）の購入（東
北能開大）

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10月25日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 7,315,000 -

訓練用機器（電気電子計測機器１式）の購入（東北
能開大）

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11月1日 美和電気工業（株） 9011101020778

代表取締役社長　山本
裕
東京都新宿区新宿１丁目
８番５号新宿御苑室町ビル
６階

一般競争入札 - 2,148,300 -

訓練用機器（土質試験器１式）の購入（東北能開大）

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11月8日 東北測器（株） 8370601002417
代表取締役　細界　守明
宮城県多賀城市中央２丁
目２４番４号

一般競争入札 - 2,033,900 -

訓練用機器（ネットワーク機器１式）の購入（東北能
開大）

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11月8日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 1,867,800 -

訓練用機器（手押鉋盤）の購入（東北能開大）

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11月15日
（株）東北製材木工機
商会

1370001004334

代表取締役社長　大和田
浩靖
宮城県仙台市若林区若林
５－８－１４

一般競争入札 - 2,893,000 -

訓練用機器（任意波形ファンクションジェネレーター）
１５台の購入（東北能開大）

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11月28日 日本電計（株） 9010501010505
代表取締役　佐藤　信介
東京都台東区上野５丁目
１４番１２号

一般競争入札 - 965,250 -

訓練用機器（電力測定制御実習用システム１式）の
購入（東北能開大）

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4日 美和電気工業（株） 9011101020778

代表取締役社長　山本
裕
東京都新宿区新宿１丁目
８番５号新宿御苑室町ビル
６階

一般競争入札 - 1,304,600 -

訓練用機器（色彩色差計）１台の購入（東北能開大）

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4日 （株）千葉測機 2370001012055
代表取締役　千葉　暢彦
宮城県仙台市太白区東中
田四丁目２１番１号

一般競争入札 - 1,402,500 -
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法人番号
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)
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物品役務等の名称、場所、期間及び種別
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

７号館実習場電動シャッター取替業務（東北能開
大）

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6日
三和シヤッター工業
（株）

7011401012519

古川営業所所長　高橋
昭雄
宮城県大崎市古川沢田字
舞台６０－１

一般競争入札 - 2,778,710 -

第１８回東北ポリテックビジョンに係る会場設営業務
等一式（東北能開大）

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20日 （株）フジヤ 9130001022369

代表取締役社長　永田
智之
京都府京都市中京区東堀
川通丸太町下ル７－４

一般競争入札 - 4,180,000 -

訓練用機器（動ひずみ測定器）２式の購入（東北能
開大）

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2年1月8日 東北測器（株） 8370601002417
代表取締役　細界　守明
宮城県多賀城市中央２丁
目２４番４号

一般競争入札 - 1,235,300 -

訓練用機器（鉄筋腐食検査機）１台の購入（東北能
開大）

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2年1月9日 東北測器（株） 8370601002417
代表取締役　細界　守明
宮城県多賀城市中央２丁
目２４番４号

一般競争入札 - 3,663,000 -

訓練用機器（サーバー構築実習用パソコン）７台の
購入（東北能開大）

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2年1月23日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 4,213,000 -

訓練用機器（継手加工機）２台の購入（東北能開大）

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2年1月27日 （有）東北ファスナー 8370202004928
代表取締役　大内　芳博
宮城県栗原市築館字下宮
野砂田６５

一般競争入札 - 1,031,800 -

複合機３台の購入及び保守業務（東北能開大）

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2年2月7日 （株）太陽事務機 1370001005489
代表取締役　若松　伸大
宮城県仙台市宮城野区高
砂１丁目１０番地の２

一般競争入札 - 1,096,920 -

複数年契約 R2.2.7～R7.3.31
2年目以降契約総額 5,320,700円
予定調達総額（単価契約）
カラー印刷　6.40円/枚 
モノクロ印刷　0.98円/枚 

令和元年度プリンタートナーカートリッジの購入（秋
田支部）

契約担当役支部長 
渡部　明 
秋田支部 
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３

令和1年6月3日
キヤノンシステムアン
ドサポート（株）

5010701002751

秋田営業部秋田営業所部
長　佐藤　宏行
秋田県秋田市山王６丁目
９番２５号

一般競争入札 - 3,748,087 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ３２２Ⅱ（ブラック）
20,520.00円/個（税抜） 
トナーカートリッジ３２２Ⅱ（シアン）
25,660.00円/個（税抜） 
トナーカートリッジ３２２Ⅱ（マゼンタ）
25,660.00円/個（税抜）
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商号又は名称

公用車（乗用車）増車購入一式（秋田障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長 
渡部　明 
秋田障害者職業センター 
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８

令和1年10月28日
秋田ダイハツ販売
（株）

8410001000413
代表取締役　松本　真生
秋田県秋田市御所野湯本
三丁目１番７号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,826,080 -

南側駐車場カーポート設置業務（秋田障害者職業
センター）

契約担当役支部長 
渡部　明 
秋田障害者職業センター 
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８

令和1年12月12日 石井建設（株） 7410001000620
代表取締役　石井　典夫
秋田県秋田市土崎港東一
丁目１番２号

一般競争入札 - 1,199,000 -

事務室ＯＡフロア化業務（秋田障害者職業センター）

契約担当役支部長 
渡部　明 
秋田障害者職業センター 
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８

令和1年12月12日 （株）渡敬 5410001008954
代表取締役　渡部　尚男
秋田県横手市卸町２番２
号

一般競争入札 - 1,444,300 -

平成３１年度人材情報紙の作成及び配付業務一式
（秋田職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 秋田中央印刷（株） 2410001000451
代表取締役　大野　正樹
秋田県秋田市新屋豊町６
番４３号

一般競争入札 - 2,176,178 -

平成３１年度カラー印刷機（ＯＲＰＨＩＳ）保守業務（秋
田職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）渡敬 5410001008954
代表取締役　渡部　尚男
秋田県横手市卸町２番２
号

一般競争入札 - 2,702,198 -
予定調達総額（単価契約）
単色印刷　1.80円/枚 
フルカラー印刷　10.80円/枚 

平成３１年度カラー複合機（ＤＣ－Ｖ　Ｃ６６８０）保守
業務（秋田職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 秋田ゼロックス（株） 3410001000392
代表取締役　吉田　進
秋田県秋田市川尻町字大
川反１７０－９２

一般競争入札 - 2,457,397 -
予定調達総額（単価契約）
単色　3.15円/枚 
フルカラー　18.00円/枚 

灯油含有土壌調査（対策前補足調査）等業務（秋田
職業能力開発促進センター）

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5月7日
三菱マテリアルテクノ
（株）

5010001023531
代表取締役　安在　宏明
東京都台東区台東１丁目
３０番７号

一般競争入札 - 8,238,000 -

訓練用機器（空冷式エアコン教材一式）の購入（秋
田職業能力開発促進センター）

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3日 ホシザキ東北（株） 7370001010285
代表取締役　今野　浩治
宮城県仙台市青葉区昭和
町２番３８号

一般競争入札 - 995,760 -
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指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格(円)
(a)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

灯油含有土壌浄化等対策業務一式（秋田職業能力
開発促進センター）

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11月11日
（株）三菱マテリアル
テクノ

5010001023531
代表取締役　安在　宏明
東京都台東区台東１丁目
３０番７号

一般競争入札 - 15,210,258 -
複数年契約 R1.11.12～R5.2.28
2年目以降契約総額 63,769,742円

平成３１年度離職者訓練受講生募集パンフレット作
成等業務一式（秋田職業能力開発促進センター）

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11月18日 （株）塚田美術印刷 4410001001745

代表取締役社長　塚田
高
秋田県秋田市大町一丁目
６番６号

一般競争入札 - 973,500 -

令和元年度除排雪業務（秋田職業能力開発促進セ
ンター）

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12月4日 （株）秋田中央機工 1410001003372
代表取締役　三浦　正義
秋田県潟上市天王字棒沼
台２８２

一般競争入札 - 986,370 -

予定調達総額（単価契約）
ショベルローダー　14,700.00円/時間 
ダンプトラック（４トン車）　6,000.00円/時
間 
ダンプトラック（１０トン車）　7,700.00円/
時間

訓練用機器（帯鋸盤一式）の購入（秋田職業能力開
発促進センター）

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12月13日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 3,792,800 -

擁壁砂さらい及び排水溝等泥上げ業務一式（秋田
職業能力開発促進センター）

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2年1月20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 - 1,474,000 -

事務用機器（カラー印刷機１台）の購入及び保守業
務（秋田職業能力開発促進センター）

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2年1月31日 （株）渡敬 5410001008954
代表取締役　渡部　尚男
秋田県横手市卸町２番２
号

一般競争入札 - 5,515,400 -

複数年契約 R2.1.31～R7.2.28
2年目以降契約総額 7,398,600円
予定調達総額（単価契約）
フルカラー（１枚～１０，０００枚）　5.00円/
枚 
単色（１枚～２０，０００枚）　1.20円/枚 

訓練用什器（大教室及び小教室テーブル４５台）の
購入・移設一式（秋田職業能力開発促進センター）

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2年2月28日 （株）渡敬 5410001008954
代表取締役　渡部　尚男
秋田県横手市卸町２－２

一般競争入札 - 2,069,100 -

２０１９～２０２１年度空調衛生設備保守業務（秋田
短大）

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

平成31年4月1日 （株）タクト 9410001006062
代表取締役　佐藤　学
秋田県大館市御成町２丁
目１７－１０

一般競争入札 - 5,015,520 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 10,031,040円



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成３１年度カラー印刷機（ＯＲＰＨＩＳ）保守業務（秋
田短大）

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

平成31年4月1日 （株）渡敬 5410001008954
代表取締役　渡部　尚男
秋田県横手市卸町２番２
号

一般競争入札 - 1,427,777 -
予定調達総額（単価契約）
単色印刷　1.80円/枚 
フルカラー印刷　10.80円/枚 

２０１９～２０２０年度清掃業務（秋田短大）

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

平成31年4月1日 （株）東武 6370001021309
代表取締役　中島　照夫
宮城県仙台市青葉区立町
１番２号

一般競争入札（総
合評価）

- 6,998,400 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,998,400円

訓練用機器（電子顕微鏡一式）の購入（秋田短大）

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7月3日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 14,774,400 -

訓練用機器（ポンプ性能実験装置一式）の購入（秋
田短大）

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7月10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 5,082,000 -

訓練用機器（３次元測定機レトロフィット一式）の購
入（秋田短大）

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7月10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 6,578,000 -

訓練用機器（３次元スキャナ一式）の購入（秋田短
大）

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9月26日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 8,984,800 -

訓練用機器（レーザー加工機一式）の購入（秋田短
大）

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9月26日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 12,958,000 -

令和元年度Ａ重油（１種１号）の購入（秋田短大）

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11月1日 （有）須藤善石油店 2420002015613
代表取締役　須藤　祐造
青森県黒石市一番町１７３

一般競争入札 - 7,697,580 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（１種１号）　71.94円/Ｌ 



(様式２)

公益法人
の区分

国所管、
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備　　　　考
（複数年契約の契約金額は
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

電子複合機（ＤＣ－Ｖ７０８０Ｎ　ＣＰ）の購入及び保
守業務（秋田短大）

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11月22日 富士ゼロックス（株） 3010401026805
代表取締役　玉井　光一
東京都港区赤坂９丁目７
番３号

一般競争入札 - 1,470,876 -
複数年契約 R1.11.22～R6.3.31
2年目以降契約総額 887,040円

令和元年度除雪業務一式（秋田短大）

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11月22日 （有）タキグチ 9410002008660
代表取締役　滝口　隆男
秋田県大館市池内道上２
４－３

一般競争入札 - 3,730,650 -
予定調達総額（単価契約）
機械除雪　19,250.00円/時間 
人力作業　3,850.00円/時間 

教材用仮設足場一式の購入（秋田短大）

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12月13日 東光鉄工（株） 5410001006074
代表取締役　菅原　訪順
秋田県大館市釈迦内字稲
荷山下１９番地１

一般競争入札 - 1,969,000 -

訓練用機器（小型低温恒温恒湿器一式）の購入（秋
田短大）

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2年1月16日 東北化学薬品（株） 5420001009282
代表取締役　東　康之
青森県弘前市大字神田一
丁目３番地の１

一般競争入札 - 2,739,000 -

訓練用機器（波形計測装置一式）の購入（秋田短
大）

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2年1月16日 （株）ザックス 5420001012567
代表取締役　北田　浩
青森県下北郡東通村大字
田屋字上流１１－１

一般競争入札 - 6,872,250 -

訓練用機器（Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ用パソコン４台）の購
入（秋田短大）

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2年1月29日 （株）ユニットコム 2120001037218
代表取締役　端田　泰三
大阪府大阪市浪速区日本
橋４丁目１６番１号

一般競争入札 - 1,303,500 -

囲障修繕一式（山形障害者職業センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形障害者職業センター 
山形県山形市小白川町２－３－６８

令和1年7月11日 （株）後藤工業 6390001004360

代表取締役　後藤　健一
郎
山形県天童市大字長岡１
７２９－２

一般競争入札 - 1,566,000 -

２０１９、２０（平成３１・３２）年度施設警備業務（山形
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

平成31年4月1日 （株）トスネット南東北 6380001023246
代表取締役　箱石　義隆
福島県郡山市桑野２－３４
－９家久来ビル２Ｆ

一般競争入札 - 2,646,000 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,646,000円
予定調達総額（単価契約）
警備料金　1,400.00円/時間あたり（税
抜） 
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契約相手方の
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２０１９～２０（平成３１・３２）年度施設清掃業務（山形
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

平成31年4月1日
太平ビルサービス
（株）山形支店

2011101012138
支店長　関岡　純孝
山形県山形市城南町１－
１－１

一般競争入札（総
合評価）

- 3,051,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,213,000円

訓練用機器（スポット溶接機１台）の購入（山形職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年8月29日 山形酸素（株） 5390001002027
代表取締役　本間　隆生
山形県山形市久保田一丁
目７番１号

一般競争入札 - 1,350,000 -

事務用什器（事務用机外一式）の購入（山形職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年8月29日 山形事務器販売（株） 6390001002034
代表取締役　遠藤　靖彦
山形県山形市穂積８４番１

一般競争入札 - 2,017,440 -

電話設備更新業務一式（山形職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年9月12日 扶桑電通（株） 6010001055706
代表取締役　有冨　英治
東京都中央区築地五丁目
４番１８号

一般競争入札 - 2,484,000 -

令和元年度暖房用燃料（Ａ重油）の購入（山形職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年11月19日 髙橋石油（株） 7390001004442
代表取締役　髙橋　光廣
山形県天童市大字高木７
８７

一般競争入札 - 1,657,920 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　69.08円/Ｌ 

令和元年度暖房用燃料（灯油）の購入（山形職業能
力開発促進センター）（山形障害者職業センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年11月19日 遠藤商事（株） 2390001000223
代表取締役　遠藤　靖彦
山形県山形市穂積85

一般競争入札 - 962,082 - 灯油　74.58円/ℓ

訓練用ＣＡＤソフト（ＨＯＵＳＥ－省エネ）の購入（山形
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
中上　英二 
山形職業能力開発促進センター 
山形県山形市漆山１９５４

令和1年12月24日 （株）大塚商会 1234567859543

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 2,120,800 -

平成３１年度公用車ガソリン及び洗車の調達（福島
支部）

契約担当役支部長 
高野　裕之 
福島支部 
福島県福島市三河北町７番１４号

平成31年4月1日 （株）西形商店 1380001001108

代表取締役社長　西形
吉和
福島県福島市矢剣町４番
１８号

一般競争入札 - 2,072,537 -
予定調達総額（単価契約）
ガソリン購入　142.56円/Ｌ（税込） 
洗車代　756.00円/回（税込） 



(様式２)
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備　　　　考
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

暖房用白灯油の購入（単価契約）（福島職業能力開
発促進センター）

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10月21日 （株）西形商店 1380001001108

代表取締役社長　西形
吉和
福島県福島市矢剣町４番
１８号

一般競争入札 - 2,192,520 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　66.00円/Ｌ（税抜）

教室棟建替その他工事に伴うアスベスト調査業務
（福島職業能力開発促進センター）

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10月28日
ユーロフィン日本総研
（株）

6080401003803
代表取締役　松本　政哲
静岡県浜松市南区西島町
１６２２番地

一般競争入札 - 609,400 -

訓練用什器及び電気工事工具等の購入（福島職業
能力開発促進センター）

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2年1月30日
安積電気通信興業
（株）

7380001004427
代表取締役　濵津　充
福島県郡山市安積町日出
山四丁目１２３番地

一般競争入札 - 1,481,700 -

訓練用機器（ショア硬度計一式の整備）（いわき訓練
センター）

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7月3日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 924,000 -

訓練用機器（受変電設備実習機器の整備一式）（い
わき訓練センター）

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7月22日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388

代表取締役社長　斉藤
芳雄
東京都中央区東日本橋二
丁目１６番４号

一般競争入札 - 9,449,000 -

訓練用機器（自然エネルギー基礎訓練装置の整備
一式）（いわき訓練センター）

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8月7日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388

代表取締役社長　斉藤
芳雄
東京都中央区東日本橋二
丁目１６番４号

一般競争入札 - 2,354,000 -

訓練サーバ及びネットワーク更新（いわき訓練セン
ター）

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11月1日 （株）富士通エフサス 8010401056384
いわき支店長　阿部　芳男
福島県いわき市平字大町
１０番４号

一般競争入札 - 7,177,625 -

デジタルサイネージ一式の整備（いわき訓練セン
ター）

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11月26日 （株）共栄ブレーン 8380001000391
代表取締役　堀江　茂男
福島県福島市飯坂町平野
字代１２番地の２０

一般競争入札 - 1,595,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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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一般競争入札・
指名競争入札の別
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契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（コレットチャック（マシニングセンタ付
属））一式の整備（いわき訓練センター）

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2年1月21日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 2,827,000 -

令和元年度男女トイレ屋根防水及び塗替え業務（い
わき訓練センター）

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2年1月21日 （株）中央工装 6380001005806

代表取締役　藤木　陽一
郎
福島県郡山市富久山町久
保田字古担１５４番４号

一般競争入札 - 1,573,000 -

平成３１年度プリンタートナー等の購入（単価契約）
（会津訓練センター）

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

平成31年4月1日 （有）関ビジネス 9380002032235
代表取締役　佐藤　悦弥
福島県会津若松市中央１
丁目３番４６号

一般競争入札 - 2,158,844 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック　16,675.00円
/個 
トナーカートリッジ　イエロー　17,820.00
円/個 
トナーカートリッジ　マゼンタ　17,820.00
円/個

事務用機器（デジタルカラー複合機１台）の購入及
び保守業務（会津訓練センター）

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10月3日 （有）関ビジネス 9380002032235
代表取締役　佐藤　悦弥
福島県会津若松市中央１
丁目３番４６号

一般競争入札 - 546,656 -

複数年契約 R1.10.3～R7.3.31
2年目以降契約総額 3,859,680円
予定調達総額（単価契約）
カラー　5.20円/枚（税抜） 
モノクロ　0.54円/枚（税抜）

訓練用機器（自動一面かんな盤台）の更新（会津訓
練センター）

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10月3日 巴産業（株） 9070001007839

代表取締役　龍神　圭一
郎
群馬県高崎市問屋町３丁
目５番地の７

一般競争入札 - 3,190,000 -

訓練用什器一式の購入（会津訓練センター）

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11月26日 三英堂事務機（株） 2380001005264
代表取締役　柳沼　克郎
福島県郡山市大町１丁目
６番１４号

一般競争入札 - 3,949,000 -

Ａ重油の購入（単価契約）（会津訓練センター）

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12月16日 （株）会光商事 3380001017201
代表取締役　木村　光希
福島県会津若松市幕内東
町１０番２６号

一般競争入札 - 4,895,000 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　89.00円/リットル（税抜） 

訓練用機器（万能自動製材装置１台の更新）（会津
訓練センター）

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2年1月17日 巴産業（株） 9070001007839

代表取締役　龍神　圭一
郎
群馬県高崎市問屋町３丁
目５番地の７

一般競争入札 - 1,711,600 -
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複写機１台の更新及び保守業務（茨城支部）

契約担当役支部長 
岡崎　健 
茨城支部 
茨城県常総市水海道高野町５９１

令和1年9月5日 （有）森田商事 3050002003191

代表取締役　阿久津　勝
也
茨城県水戸市東原３丁目
３番２８号

一般競争入札 - 1,060,230 -

複数年契約 R1.9.5～R7.3.31
2年目以降契約総額 1,350,360円
予定調達総額（単価契約）
複写機保守料　2.20円/枚 

公用車（乗用車）の交換購入一式（茨城障害者職業
センター）

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26日
茨城ダイハツ販売
（株）

4050001006194
代表取締役　惣内　茂
茨城県水戸市笠原町１４７
５番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,457,500 -

２０１９年度～２０２０年度施設警備業務（茨城職業
能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）イー・アール 8050001025728
代表取締役　林　文彦
茨城県龍ヶ崎市佐貫３－１
１－１４

一般競争入札 - 2,575,800 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,575,800円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,590.00円/時間 

平成３１年度清掃業務委託（茨城職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日 （株）アビック 3050001003300
代表取締役　秋山　英樹
茨城県水戸市袴塚２丁目
４番４６号

一般競争入札 - 1,944,000 -

令和元年度後期在職者訓練コース案内パンフレット
作成及び発送業務（茨城職業能力開発促進セン
ター）

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6月26日 伴印刷（株） 1060001003623
代表取締役　伴　誠
栃木県宇都宮市栄町６番
１０号

一般競争入札 - 1,061,100 -

フルカラー印刷機１台の更新及び保守業務（茨城職
業能力開発促進センター）

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10月31日
関彰商事（株）ビジネ
スソリューション部守
谷支店

2050001031500
支店長　瀬谷　浩平
茨城県つくばみらい市絹
の台７－７

一般競争入札 - 5,739,769 -
複数年契約 R1.10.31～R7.3.31
2年目以降契約総額 705,100円

訓練用パソコンのＷｉｎｄｏｗｓ１０対応作業業務委託
（茨城職業能力開発促進センター）

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11月15日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 3,273,600 -

令和２年度前期在職者訓練コース案内パンフレット
作成及び発送業務（茨城職業能力開発促進セン
ター）

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11月25日 （株）光和印刷 6050001000955

代表取締役社長　宮角
貴裕
茨城県水戸市元吉田町１
８２３－２２

一般競争入札 - 1,424,500 -



(様式２)
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法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

公用車（乗用車）の交換購入一式（茨城職業能力開
発促進センター）

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12月26日
茨城ダイハツ販売
（株）

4050001006194
代表取締役　惣内　茂
茨城県水戸市笠原町１４７
５番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,260,600 -

研修室３及び研修室４の什器の購入（茨城職業能
力開発促進センター）

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2年1月27日 エスエイチ（株） 6050001042948
代表取締役　飯泉　太志
茨城県つくば市上萱丸２３
８

一般競争入札 - 2,409,000 -

在職者訓練等周知に係る交通広告及びポスターの
制作（在職者訓練）（茨城職業能力開発促進セン
ター）

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2年1月27日 （株）近宣水戸営業所 8120001063233
所長　広木　公
茨城県水戸市城南１－１
－６サザン水戸ビル

一般競争入札 - 3,971,000 -

制御関係部品の購入（茨城職業能力開発促進セン
ター）

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2年2月7日 （株）つくば電気通信 5050001010385
代表取締役　植田　利収
茨城県土浦市東若松町３
９８８番地３

一般競争入札 - 952,600 -

訓練用ネットワークシステム運用保守及びライセン
スの購入一式（茨城職業能力開発促進センター）

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2年2月26日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 538,010 -
複数年契約 R2.2.26～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,033,856円

公用車（軽自動車１台）の購入（栃木障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長 
石崎　智久 
栃木障害者職業センター 
栃木県宇都宮市睦町３－８

令和1年11月7日 （株）スズキ自販栃木 3060001002367
代表取締役　東　智彦
栃木県宇都宮市上横田町
７９９番地

一般競争入札（総
合評価）

- 1,359,699 -

平成３１・３２年度人的警備業務（栃木職業能力開発
促進センター）

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

平成31年4月1日
キョウワセキュリオン
（株）

7380001000401
代表取締役　吾妻　拓
福島県福島市五月町３番
１８号

一般競争入札 - 1,764,180 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,764,180円

平成３１・３２年度一般・産業廃棄物処理業務（栃木
職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （有）セイゴウ 5060002005193
代表取締役　加藤　靖子
栃木県宇都宮市平出工業
団地４３－１２０

一般競争入札 - 1,246,482 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,246,482円
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平成３１・３２年度特定建築物環境衛生管理業務（栃
木職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）クリーンエスト 8060001007353
代表取締役　福田　伸哉
栃木県宇都宮市宝木本町
１８３５－６６

一般競争入札 - 564,840 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 564,840円

平成３１・３２年度空調設備保守業務（栃木職業能力
開発促進センター）

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

平成31年4月1日 アクエアー（株） 8070001027012
代表取締役　井上　茂
群馬県前橋市問屋町２－
１５－５

一般競争入札 - 984,906 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 984,906円

平成３１年度訓練用サーバ保守業務（栃木職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡崎　俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,512,000 -

平成３１・３２年度清掃業務（栃木職業能力開発促進
センター）

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

平成31年4月1日
（有）総合ビルメンテ
ナンス

1040002096420
代表取締役　石川　直樹
千葉県我孫子市南新木４
－２３－２－１０３

一般競争入札（総
合評価）

- 2,160,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,160,000円

訓練用機器（三次元座標測定機データ処理装置一
式）の購入（栃木職業能力開発促進センター）

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5月29日 大東産商（株） 7010001021525

代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１トナカイ神
田タワービル３階

一般競争入札 - 6,199,200 -

訓練用機器（３Ｄプリンタシステム一式）の購入（栃
木職業能力開発促進センター）

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9月27日 （株）トヨタシステムズ 4180001017641
代表取締役　北沢　宏明
愛知県名古屋市東区泉１
丁目２３番２２号

一般競争入札 - 8,798,900 -

戸建住宅の省エネルギー計算ソフト２５ライセンスの
新規購入（栃木職業能力開発促進センター）

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7日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,821,248 -

令和２年度能力開発セミナーパンフレット作成及び
発送業務（栃木職業能力開発促進センター）

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29日 （株）ダイサン 4060001006053
代表取締役　齋藤　慎一
栃木県さくら市押上７５５－
１

一般競争入札 - 715,000 -
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平成３１年度空調用燃料（灯油）の購入（関東能開
大）

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

平成31年4月1日 日東石油（株） 8060001003567
代表取締役　村上　芳弘
栃木県宇都宮市石井町３
１４９－４４

一般競争入札 - 8,102,160 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　68.20円/Ｌ（税抜） 

平成３１・３２年度植栽管理業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日
日本ビルシステム
（株）

1050001033299
代表取締役　鎌田　勝正
茨城県水戸市中央１丁目
２番１５号

一般競争入札 - 3,186,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,186,000円

平成３１・３２・３３年度大学校人的警備業務（関東能
開大）

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

平成31年4月1日 （株）セフテック 9050001018433
代表取締役　入江　史典
茨城県古河市大山９７７番
地１

一般競争入札 - 3,020,400 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,040,800円

平成３１・３２年度学生寮管理業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日 （株）ＴＳビルシステム 6030001023157
代表取締役　本田　榮
埼玉県戸田市美女木７－
２７－５

一般競争入札 - 7,011,360 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 7,011,360円

平成３１年度清掃業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日 （株）東武 6370001021309

代表取締役社長　中島
照夫
宮城県仙台市青葉区立町
１番２号

一般競争入札 - 7,776,000 -

平成３１年度学生健康診断業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日
公益財団法人栃木県
保健衛生事業団

9060005001038
代表理事　石塚　勉
栃木県宇都宮市駒生町３
３３７番地の１

一般競争入札 - 1,904,040 - 公財 国所管 2
予定調達総額（単価契約）
健康診断　4,300.00円/人 

平成３１年度学生等輸送業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日 城西観光（株） 4050001032835
代表取締役　稲葉　重雄
茨城県結城市大字武井５
８５番地２

一般競争入札 - 9,018,000 -

平成３１年度空調設備等保守点検業務（関東能開
大）

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

平成31年4月1日 （株）アマラン 3040001000414
代表取締役　立原　三男
千葉県千葉市中央区矢作
町５４０－４２

一般競争入札 - 9,201,600 -
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平成３１・３２年度学生寮及び学生ホール食堂給食
業務（関東能開大）

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

平成31年4月1日 イートランド（株） 5060001000451
代表取締役　高久　和男
栃木県宇都宮市中今泉１
－２２－１２

一般競争入札（総
合評価）

- 14,748,480 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 14,748,480円

訓練用機器（ＡＧＶ（無人搬送車）一式）の購入（関東
能開大）

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7月10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 3,531,000 -

訓練用機器（油圧実習装置一式）の購入（関東能開
大）

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10月30日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 5,379,000 -

訓練用機器（精密旋盤一式）の購入（関東能開大）

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10月30日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 13,079,000 -

訓練用機器（Ｘ線回折装置一式）の購入（関東能開
大）

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10月30日 竹田理化工業（株） 9011001013618

代表取締役社長　竹田
拓人
東京都渋谷区恵比寿西２
－７－５

一般競争入札 - 14,520,000 -

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システム
一式）の購入（関東能開大）

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10月30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 7,700,000 -

膜厚・微小表面粗さ測定機バージョンアップ機器の
購入（関東能開大）

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7日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 5,929,000 -

訓練用機器（電子負荷及び直流電源装置一式）の
購入（関東能開大）

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3日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

一般競争入札 - 1,553,200 -
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訓練用機器（ロゴスキーコイル電流プローブ一式）
の購入（関東能開大）

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3日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 1,751,200 -

訓練用機器（安全ＰＬＣ関連製品一式）の購入（関東
能開大）

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3日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 5,441,700 -

訓練用機器（デジタルオシロスコープ１０台）の購入
（関東能開大）

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5日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

一般競争入札 - 2,475,000 -

訓練用機器（平行定規２２台外３件）の購入（関東能
開大）

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5日 （株）小山中板堂 1060001014868
代表取締役　菊池　道明
栃木県小山市東城南４丁
目６番地３

一般競争入札 - 6,138,000 -

什器一式の購入（関東能開大）

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5日 （株）小山中板堂 1060001014868
代表取締役　菊池　道明
栃木県小山市東城南４丁
目６番地３

一般競争入札 - 5,850,790 -

訓練用機器（標準型ドラム６台外４件）の購入（関東
能開大）

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19日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 1,977,250 -

２０１９・２０２０・２０２１年度定期健康診断業務（群馬
支部）

契約担当役支部長 
加藤　伸二 
群馬支部 
群馬県高崎市山名町９１８

平成31年4月1日
一般財団法人全日本
労働福祉協会群馬県
支部

3010705000051
支部長　高橋　祐司
群馬県高崎市問屋町２丁
目７番地ビエント高崎５階

一般競争入札 - 1,411,560 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,823,120円
予定調達総額（単価契約）
既往歴及び業務歴の調査　300.00円/人 
胸部Ｘ線検査　1,600.00円/人 
血圧の測定（２回測定）　500.00円/人
ほか

複写機の賃貸借及び保守業務（群馬障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長 
加藤　伸二 
群馬障害者職業センター 
群馬県前橋市天川大島町１３０－１

平成31年4月1日 （株）前橋大気堂 6070001002982
代表取締役　降旗　崇
群馬県前橋市本町二丁目
２番１６号

一般競争入札 - 90,591 -

複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 362,361円
予定調達総額（単価契約）
コピー機賃貸借料　5,490.00円/月 
コピー機保守料　1.00円/枚 
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公用車（乗用車）の交換購入一式（群馬障害者職業
センター）

契約担当役支部長 
加藤　伸二 
群馬障害者職業センター 
群馬県前橋市天川大島町１３０－１

令和1年10月24日
群馬ダイハツ自動車
（株）

8070001000893

代表取締役社長　佐藤
哲也
群馬県前橋市大渡町二丁
目３番６号

一般競争入札（総
合評価）

- 2,568,176 -

２０１９・２０・２１年度自家用電気工作物保守管理業
務（群馬職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （有）サンフィールド 4070002002422
代表取締役　宮崎　精一
群馬県前橋市高井町１丁
目２９番地７

一般競争入札 - 321,408 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 642,816円

２０１９・２０年度施設警備等業務（群馬職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 東朋産業（株） 4070001002233
代表取締役　村田　茂行
群馬県前橋市総社町桜が
丘１２２５－２

一般競争入札 - 4,158,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,158,000円

２０１９・２０２０年度緑地管理業務（群馬職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 多野造園土木（株） 6070001007692
代表取締役　田中　広幸
群馬県高崎市吉井町塩川
１３番地

一般競争入札 - 1,512,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,512,000円

平成３１年度空気調和設備保守点検等業務（群馬
職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 石田建材工業（株） 3070001006177
代表取締役　水野　伸一
群馬県高崎市上中居町６
８４

一般競争入札 - 2,041,200 -

２０１９・２０年度清掃業務（群馬職業能力開発促進
センター）

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

平成31年4月1日
（株）レンディングヘル
プサービス

1070001008803
代表取締役　大内　誠一
群馬県高崎市上小鳥町１
９５－２

一般競争入札（総
合評価）

- 3,261,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,261,600円

２０１９年度冷暖房用白灯油の調達（群馬職業能力
開発促進センター）

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10日
群馬自動車燃料販売
（株）

9070001006675

取締役社長　小野里　克
巳
群馬県高崎市末広町５４
番地

一般競争入札 - 2,663,502 -
予定調達総額（単価契約）
地下タンク灯油　65.80円/Ｌ 
実習場タンク　68.60円/Ｌ 

訓練用機器（ターミナルＩ／Ｏボックス）の調達（群馬
職業能力開発促進センター）

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10日 大興電気商事（株） 6070001001910
代表取締役　蟻川　幸男
群馬県前橋市亀里町７６５
番地の１

一般競争入札 - 5,400,000 -
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ウィルス対策ソフトウェア及びフィルタリングソフト
ウェア更新整備（群馬職業能力開発促進センター）

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19日 （有）ＩＴ．Ｆ 5070002013344
代表取締役　佐藤　文彦
群馬県高崎市上並榎町４
７９－４原人社ビル２階

一般競争入札 - 1,086,800 -

支援室複写機複合機更新整備及び保守業務（埼玉
障害者職業センター）

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15日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

一般競争入札 - 671,651 -

複数年契約 R2.1.1～R6.12.31
2年目以降契約総額 1,056,609円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ（税抜）　1.00円/枚 
カラー（税抜）　10.00円/枚 

公用車（軽自動車）１台の交換購入（埼玉障害者職
業センター）

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12月12日 コスモ石油販売（株） 5010001146720

代表取締役　峯　明彦
東京都墨田区堤通１－１９
－９リバーサイド隅田セン
トラルタワー９階

一般競争入札（総
合評価）

- 1,404,535 -

２０１９年度カラープリンター用消耗品購入単価契約
（埼玉職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）雄飛堂 1010001073621
代表取締役　中田　弘明
埼玉県さいたま市大宮区
東町１－５４

一般競争入札 - 1,276,560 -

予定調達総額（単価契約）
ＸインクＦブラック　35,640.00円/本 
ＸインクＦシアン・マゼンタ・イエロー
38,880.00円/本 

植栽等管理業務（埼玉職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）富士植木 3010001027617
代表取締役　成家　岳
東京都千代田区九段南四
丁目１番９号

一般競争入札 - 1,182,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,182,600円

２０１９年度産業廃棄物収集運搬・処分業務（埼玉職
業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）ヤマキ 3030001085299
代表取締役　菊田　勝實
埼玉県熊谷市三ヶ尻字新
山３８８４番地

一般競争入札 - 980,424 -

２０１９年度及び２０２０年度施設清掃業務（埼玉職
業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 極東ビル管理（株） 1030001002289
代表取締役　長島　照明
埼玉県さいたま市見沼区
大和田町１－１８４３

一般競争入札（総
合評価）

- 3,218,400 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,218,400円

訓練用機器（電気工事作業板１０台）の購入（埼玉
職業能力開発促進センター）

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6月7日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

一般競争入札 - 3,639,600 -
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訓練用機器（からくりメカニズム実習装置一式）購入
（埼玉職業能力開発促進センター）

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6月7日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 7,106,400 -

令和元年度施設・設備等現況調査業務（埼玉職業
能力開発促進センター）

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6月18日 丸岡設計（株） 4030001090950
代表取締役　丸岡　庸一
郎
埼玉県秩父市東町２４－８

一般競争入札 - 1,296,000 -

２号館１階床塗装作業（埼玉職業能力開発促進セン
ター）

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9日 （株）ときわ 9012401008240
代表取締役　菊池　泰一
東京都調布市下石原２－
３３－７

一般競争入札 - 1,814,400 -

訓練用機器等（消防設備訓練用機器外１式）の購入
（埼玉職業能力開発促進センター）

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17日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 2,650,320 -

高速カラープリンター１台更新整備及び保守、消耗
品（埼玉職業能力開発促進センター）

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8月7日 （株）雄飛堂 1010001073621
代表取締役　中田　弘明
埼玉県さいたま市大宮区
東町１－５４

一般競争入札 - 9,473,940 -

訓練用機器（空調設備訓練用機器）の購入（埼玉職
業能力開発促進センター）

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19日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 951,500 -

訓練用機器ＣＡＤシステム（ノートパソコン）の購入
（埼玉職業能力開発促進センター）

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12月13日
（株）トータル・サポー
ト・システム

7050001004757
営業部長　生田目　俊之
茨城県つくば市諏訪Ｃ１９
街区６ＥＸ－ＬＡＮＤ１階

一般競争入札 - 957,000 -

訓練用機器（プレスブレーキ用金型一式）の購入
（埼玉職業能力開発促進センター）

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12月17日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 1,457,500 -
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一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)
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契約相手方の
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「セミナーガイド２０２０」外１件の印刷等業務（埼玉
職業能力開発促進センター）

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12月20日 ジャーナル印刷（株） 7070001003823
代表取締役　箱田　好男
群馬県前橋市笂井町４５６
－１２

一般競争入札 - 1,104,400 -

本館２階レイアウト変更に伴う什器等の移設等業務
（埼玉職業能力開発促進センター）

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2年1月28日 （株）三件 9030001017073

代表取締役　原田　和代
士
埼玉県坂戸市東坂戸２－
５３－１０２

一般競争入札 - 1,562,000 -

平成３１～３３年度昼間警備業務（国立職業リハビリ
テーションセンター）

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

平成31年4月1日 （株）クリーン工房 4030001002410

代表取締役　川鍋　大ニ
埼玉県さいたま市中央区
新都心１１－２さいたま新
都心ＬＡタワー３０階

一般競争入札 - 8,266,299 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 16,532,596円
予定調達総額（単価契約）
平日警備（税込）　664,200.00円/月 
休日警備（税込）　1,436.40円/時間 

平成３１～３３年度エレベーター保守点検業務（国立
職業リハビリテーションセンター）

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

平成31年4月1日
ＳＥＣエレベーター
（株）

6010501005788
代表取締役　鈴木　孝夫
東京都台東区台東３－１８
－３

一般競争入札 - 1,296,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,592,000円

平成３１年度総合設備（エネルギーセンター）管理業
務（国立職業リハビリテーションセンター）

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

平成31年4月1日 （株）清光社 5020001027242
代表取締役　鈴木　真
神奈川県横浜市中区山下
町１番地シルクセンター内

一般競争入札 - 16,948,196 -

建築設計科訓練用機器（建築ＣＡＤシステムサーバ
機器一式）の購入（国立職業リハビリテーションセン
ター）

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

令和1年5月24日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地

一般競争入札 - 4,482,000 -

機械製図科訓練用機器（機械ＣＡＤシステムサーバ
機器一式）の購入（国立職業リハビリテーションセン
ター）

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

令和1年5月24日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地

一般競争入札 - 5,562,000 -

職員宿舎Ａ棟１０４号室外９戸現状回復作業（国立
職業リハビリテーションセンター）

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

令和1年7月4日 向山装飾（株） 1030001024052

代表取締役　向山　日出
雄
埼玉県所沢市松郷８７－４
３

一般競争入札 - 1,890,000 -
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電力の供給一式（国立職業リハビリテーションセン
ター）

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

令和1年8月30日
東京電力エナジー
パートナー（株）

8010001166930
代表取締役　秋本　展秀
東京都千代田区内幸町１
－１－３

一般競争入札 - 10,034,309 -

都市ガスの供給一式（国立職業リハビリテーション
センター）

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

令和1年9月3日 武州瓦斯（株） 7030001055496
取締役社長　原　敏成
埼玉県川越市田町３２－１
２

一般競争入札 - 9,985,900 -

温水用熱交換器制御弁交換修繕作業（国立職業リ
ハビリテーションセンター）

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

令和1年10月7日 裕幸計装（株） 6013201007253
代表取締役　太田　隆三
東京都目黒区中央町２－
８－８

一般競争入札 - 1,210,000 -

総合耐震診断（鉄骨鉄筋コンクリート）業務（国立職
業リハビリテーションセンター）

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

令和1年10月30日 相和技術研究所（株） 2010701022827
代表取締役　平野　尚久
東京都品川区上大崎２－
１８－１

一般競争入札 - 3,080,000 -

ＯＡシステム科訓練用機器（ＰＣシステム機器一式）
の購入（国立職業リハビリテーションセンター）

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

令和1年11月5日
（株）トータル・サポー
ト・システム

7050001004757
営業部長　生田目　俊之
茨城県つくば市諏訪Ｃ１９
街区ＥＸ－ＬＡＮＤ１階

一般競争入札 - 6,928,900 -

訓練実施に係る施設環境整備に伴うネットワーク配
線作業（国立職業リハビリテーションセンター）

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

令和1年12月19日
パナソニックＬＳネット
ワークス（株）

2010401028091

代表取締役社長　林　宏
治
東京都港区東新橋２－１２
－７

一般競争入札 - 5,225,000 -

電子機器科訓練用機器（プリント基板加工機及び訓
練用パソコン一式）の購入（国立職業リハビリテー
ションセンター）

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

令和2年1月24日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

一般競争入札 - 8,470,000 -

平成３１年度理想科学製理想用紙等の購入（千葉
職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）ミツワ堂 7040001014798
代表取締役　鈴木　和弘
千葉県習志野市大久保２
－４－５

一般競争入札 - 2,016,360 -

予定調達総額（単価契約）
理想用紙（Ａ４）　3,780.00円/箱 
インクカートリッジ（ブラック）　36,180.00
円/個 
インクカートリッジ（シアン）　39,420.00円/
個
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平成３１年度プリンタトナー等の購入（単価契約）（千
葉職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）ミツワ堂 7040001014798
代表取締役　鈴木　和弘
千葉県習志野市大久保２
－４－５

一般競争入札 - 2,344,356 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ（ブラック）　10,260.00
円/個 
トナーカートリッジ（イエロー）　9,180.00円
/個 
トナーカートリッジ（シアン）　9,180.00円/
個

平成３１・３２年度施設警備業務（千葉職業能力開発
促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）クリーン工房 4030001002410
代表取締役　川鍋　大二
埼玉県さいたま市中央区
新都心１１－２

一般競争入札 - 3,345,381 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,345,381円
予定調達総額（単価契約）
業務の委託料　1,300.00円/時間 

清掃等業務（千葉職業能力開発開発促進センター）

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5月10日
（株）須田ビルメンテ
ナンス

2012801000745
代表取締役　須田　克則
東京都立川市砂川町４－
２４－１３

一般競争入札（総
合評価）

- 7,409,880 -
複数年契約 R1.6.1～R.3.31
2年目以降契約総額 8,574,120円

イベント用衝立一式のレンタル他（千葉職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
益塚　和彦 
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5月15日 （株）ミツワ堂 7040001014798
代表取締役　鈴木　和弘
千葉県習志野市大久保２
－４－５

一般競争入札 - 2,567,332 -

予定調達総額（単価契約）
衝立（幅２７０ｃｍ）　2,268.00円/箇所 
衝立（幅４５０ｃｍ）　3,769.00円/箇所 
机　507.00円/台

訓練用機器（シーケンス検定盤一式）の購入（千葉
職業能力開発促進センター）

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7月30日 田中無線電機（株） 1010001022479
代表取締役　小池　一義
東京都千代田区外神田３
丁目１３番７号

一般競争入札 - 2,992,000 -

訓練用機器（電気保全検定盤一式）の購入（千葉職
業能力開発促進センター）

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7月30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 3,740,000 -

訓練用機器（ＸＹテーブルシステム一式）の購入（千
葉職業能力開発促進センター）

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7月30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 7,634,000 -

訓練用機器（ＰＬＣ機器一式）の購入（千葉職業能力
開発促進センター）

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10月30日 美和電気工業（株） 9011101020778
代表取締役　大槻　幸雄
神奈川県横浜市南区前里
町１－９

一般競争入札 - 9,455,600 -



(様式２)

公益法人
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都道府県
所管の区
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応札・
応募者
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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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（ワーク搬送システム一式）の購入（千
葉職業能力開発促進センター）

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10月30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 4,334,000 -

訓練用機器（安全教育体験装置一式）の購入（千葉
職業能力開発促進センター）

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10月30日 田中無線電機（株） 1010001022479
代表取締役　小池　一義
東京都千代田区外神田３
丁目１３番７号

一般競争入札 - 1,892,000 -

令和２年度版離職者訓練用パンフレット印刷製本及
び発送業務（千葉職業能力開発促進センター）

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12月5日 （株）萌翔社 2040001016378
代表取締役　杉山　渉
千葉県千葉市花見川区宮
野木台２－１０－５

一般競争入札 - 1,592,800 -

訓練用機器（訓練用パソコン一式）の購入（千葉職
業能力開発促進センター）

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12月25日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 14,960,000 -

平成３１・３２年度施設警備業務（君津訓練センター）

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

平成31年4月1日 （株）クリーン工房 4030001002410
代表取締役　川鍋　大二
埼玉県さいたま市中央区
新都心１１－２

一般競争入札 - 1,844,856 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,844,856円
予定調達総額（単価契約）
業務の委託料（平日）　1,200.00円/時間 
業務の委託料（祝日）　1,300.00円/時間 

平成３１年度訓練用ネットワークシステム保守・運用
業務（君津訓練センター）

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

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡崎　俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,025,136 -

清掃業務（君津訓練センター）

契約担当役支部長 
益塚　和彦 
君津訓練センター 
千葉県君津市坂田４２８

令和1年5月17日
（有）総合ビルメンテ
ナンス

1040002096420
代表取締役　石川　直樹
千葉県我孫子市南新木４
－２３－２－１０３

一般競争入札（総
合評価）

- 1,311,876 -
複数年契約 R1.6.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,604,124円

訓練用機器（帯鋸盤他１件）の購入（君津訓練セン
ター）

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12日 東京山川産業（株） 6010401020961
代表取締役　中尾　孝司
東京都港区高輪２－１－２
３

一般競争入札 - 3,218,400 -



(様式２)
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法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器の購入（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練ト
レーニングスステム）（君津訓練センター）

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12月4日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 7,139,000 -

訓練用機器購入（バケットクラッシャー）（君津訓練セ
ンター）

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12月4日
日本キャタピラー合
同会社

2010901005953

代表職務執行者社長　本
田　博人
東京都中野区本町一丁目
３２番２号

一般競争入札 - 6,534,000 -

訓練用機器（表面粗さ測定器）の整備（君津訓練セ
ンター）

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12月25日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

一般競争入札 - 3,894,000 -

訓練用機器（切削動力計）の整備（君津訓練セン
ター）

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12月25日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 7,425,000 -

訓練用機器（デジタルマイクロスコープ）の購入（君
津訓練センター）

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12月25日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 10,065,000 -

理想科学工業製コピー用紙及びインクの購入（高度
訓練センター）

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1日 チバビジネス（株） 4040001004876
代表取締役　阿部　吉夫
千葉県千葉市緑区古市場
町５１番地

一般競争入札 - 4,774,032 -

予定調達総額（単価契約）
コピー用紙Ａ４　3,500.00円/箱 
コピー用紙Ａ３　2,960.00円/箱 
くるみ製本専用表紙用紙　21,400.00円/
箱　ほか

平成３１・３２年度植栽等管理業務（高度訓練セン
ター）

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1日 （株）鈴商 2040001052869

代表取締役　鈴木　久美
子
千葉県君津市平山５０６－
１

一般競争入札 - 2,397,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,397,600円

訓練用機器（画像配信システム一式）の購入（高度
訓練センター）

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

令和1年5月30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区麹町３－
１２アネックス麹町６階

一般競争入札 - 2,559,600 -
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事務用備品（事務用椅子５５脚）の購入（高度訓練
センター）

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

令和1年7月2日 （株）シューエイ商行 8040001003263
代表取締役　板倉　秀秋
千葉県千葉市中央区亀井
町４－１５

一般競争入札 - 2,442,420 -

防災用品整備品（保存水（５００ｍｌ）外２７件）の購入
（高度訓練センター）

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

令和1年7月2日 （株）清水商会 7040001003223
代表取締役　清水　博
千葉県千葉市中央区松ケ
丘町６３５番地

一般競争入札 - 1,316,574 -

訓練用機器（油圧実習システム５式）の購入（高度
訓練センター）

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

令和1年7月24日 興共産業（株） 7040001002233

代表取締役社長　水上
修
千葉県千葉市稲毛区轟町
１－４－２１

一般競争入札 - 40,106,000 -

訓練用機器（マシンビジョン開発システム一式）の購
入（高度訓練センター）

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

令和1年9月30日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１－１８－２７

一般競争入札 - 1,837,000 -

安全対策（床段差注意表示及び１階事務室カーペッ
ト一部張替え）整備業務（高度訓練センター）

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

令和1年10月4日 （株）シューエイ商行 8040001003263
代表取締役　板倉　秀秋
千葉県千葉市中央区亀井
町４－１５

一般競争入札 - 1,500,290 -

訓練用機器（実験モーダル解析システム一式）の購
入（高度訓練センター）

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

令和1年11月7日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル２階

一般競争入札 - 6,512,000 -

２０２０能力開発セミナーコースガイドの作成及び印
刷・発送業務（高度訓練センター）

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

令和1年11月19日 伴印刷（株） 1060001003623
代表取締役　伴　誠
栃木県宇都宮市栄町６－
１０

一般競争入札 - 3,454,000 -

訓練用機器（ディープラーニング開発システム一式）
の購入（高度訓練センター）

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

令和1年11月29日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 6,589,440 -
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訓練用機器（ＵＡＶ実習装置システム一式）の購入
（高度訓練センター）

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

令和1年11月29日 田中無線電機（株） 1010001022479
代表取締役　小池　一義
東京都千代田区外神田３
丁目１３番７号

一般競争入札 - 1,979,670 -

訓練用機器（トルクモニタ７台）の購入（高度訓練セ
ンター）

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

令和1年11月29日 ユニパルス（株） 5010001081414
代表取締役　吉本　喬美
東京都中央区日本橋久松
町９－１１

一般競争入札 - 2,487,100 -

訓練用機器（被覆アーク／ＴＩＧ兼用溶接機６式）の
購入（高度訓練センター）

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

令和1年12月26日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　務
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 1,716,000 -

訓練用機器（倒立金属顕微鏡２式）の購入（高度訓
練センター）

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

令和1年12月26日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 6,140,200 -

訓練用機器（ビッカース硬さ試験機１式）の購入（高
度訓練センター）

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

令和1年12月26日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388
代表取締役　斉藤　芳雄
東京都中央区東日本橋２
－１６－４

一般競争入札 - 2,582,800 -

訓練用機器（鏡面ショットマシン一式）の購入（高度
訓練センター）

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

令和1年12月26日 東洋研磨材工業（株） 5010401020310
代表取締役　大内　正司
東京都港区三田１－２－２
２

一般競争入札 - 3,817,000 -

訓練用機器（駆動装置一式）の購入（高度訓練セン
ター）

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

令和1年12月26日 東洋研磨材工業（株） 5010401020310
代表取締役　大内　正司
東京都港区三田１－２－２
２

一般競争入札 - 1,568,600 -

訓練用機器（マシニングセンタ用ＤＮＣ一式）の購入
（高度訓練センター）

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

令和1年12月26日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル２階

一般競争入札 - 5,060,000 -
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訓練用機器（トルクセンサ一式）の購入（高度訓練セ
ンター）

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

令和2年1月15日 （株）麻布前田 7010401001465
代表取締役　前田　貴之
東京都港区東麻布３－７
－９

一般競争入札 - 3,553,000 -

学生寮給食業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日 （株）ホーユー 5240001024325
代表取締役　山浦　芳樹
広島県広島市中区舟入本
町１７－１

一般競争入札 - 4,212,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,212,000円

自家用電気工作物保安管理業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日 フィデス（株） 8040001003321
代表取締役　細矢　充
千葉県千葉市緑区大高町
４０－１５

一般競争入札 - 421,200 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 421,200円

千葉校施設警備業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日 （株）ＭＳＫ 7040001076153
代表取締役　高木　和也
千葉県千葉市稲毛区稲毛
東３－６－１５

一般競争入札 - 1,866,240 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,866,240円

成田校施設警備業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日 （株）クリーン工房 4030001002410
代表取締役　川鍋　大二
埼玉県さいたま市中央区
新都心１１－２

一般競争入札 - 2,203,929 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,203,929円

スクールカウンセラー業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日
一般社団法人日本産
業カウンセラー協会
東関東支部

6010405001009
代表理事　小原　新
千葉県柏市柏２－６－１７

一般競争入札 - 1,289,520 -
複数年契約 H31.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 3,868,560円

千葉校施設清掃業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日
（株）レンディングヘル
プサービス

1070001008803
代表取締役　大内　誠一
群馬県高崎市上小鳥町１
９５－２

一般競争入札（総
合評価）

- 5,319,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,319,000円

成田校施設清掃業務（千葉短大）

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

平成31年4月1日
（株）レンディングヘル
プサービス

1070001008803
代表取締役　大内　誠一
群馬県高崎市上小鳥町１
９５－２

一般競争入札（総
合評価）

- 2,633,040 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,633,040円
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施設設備等現況調査業務（千葉短大）

契約担当役支部長 
益塚　和彦 
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5月22日
（株）エンプラス建築
設計事務所

6040001087861

代表取締役　高橋　育雄
千葉県千葉市中央区松波
２－８－６グレース西千葉
４０２

一般競争入札 - 1,058,400 -

事務用備品（モノクロ複合機１台）の購入及び保守
業務（千葉短大成田校）

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30日 （株）二宮総行 6040001005880
代表取締役　二宮　茂
千葉県千葉市中央区問屋
町１５－３

一般競争入札 - 887,760 -
複数年契約 R1.7.30～R6.3.31
2年目以降契約総額 665,280円

訓練用機器（ケーブルアナライザ一式）の購入（千葉
短大）

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10月30日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 4,343,900 -

事務用備品（カラー複合機１台）の購入及び保守業
務（千葉短大成田校）

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11月19日 （株）文化堂 6040001006508
代表取締役　鈴木　和弘
千葉県千葉市中央区末広
３ー１８ー５

一般競争入札 - 719,444 -

複数年契約 R1.11.19～R6.3.31
2年目以降契約総額 1,798,016円
予定調達総額（単価契約）
保守料（モノクロ）　0.68円/枚 
保守料（カラー）　4.80円/枚 

令和元年度ポリテックビジョン会場等設営業務（千
葉短大）

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31日 （株）トーガシ 3011701014796
代表取締役　吉田　守克
東京都江戸川区臨海町４
－２－２

一般競争入札 - 1,813,900 -

「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」にお
ける運営業務及び会場借上げ外（東京支部）

契約担当役支部長 
上原　邦裕 
東京支部 
東京都墨田区江東橋２－１９－１２

令和1年6月25日 （株）ステージ 3013301015869
代表取締役　松本　義一
東京都豊島区高松１－１
－１１

一般競争入札 - 2,524,953 -

郵便料金計器の購入（東京支部）

契約担当役支部長 
上原　邦裕 
東京支部 
東京都墨田区江東橋２－１９－１２

令和1年10月17日 理想科学工業（株） 9010401031452
代表取締役社長　羽山
明
東京都港区芝５－３４－７

一般競争入札 - 653,400 -

墨田合同庁舎冷温水発生器分解整備等業務委託
（東京支部）

契約担当役支部長 
上原　邦裕 
東京支部 
東京都墨田区江東橋２－１９－１２

令和1年11月21日
セントラルエンジニア
リング（株）

9010601025857
代表取締役　栁田　則雄
東京都墨田区業平三丁目
２番２号

一般競争入札 - 6,380,000 -
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ノート型パソコンの購入（東京障害者職業センター）

契約担当役支部長 
上原　邦裕 
東京障害者職業センター 
東京都台東区東上野４－２７－３上野
トーセイビル３階

令和2年2月6日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 1,807,355 -

平成３１年度和雑誌の購入（職業大）

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31年4月1日 （株）三省堂書店 7010001016830
代表取締役　亀井　忠雄
東京都千代田区神田神保
町１丁目１番地

一般競争入札 - 1,721,731 -

平成３１～３３年度宅配便業務（職業大）

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31年4月1日
佐川急便（株）西関東
支店

8130001000053
支店長　石川　秀範
東京都昭島市拝島町４－
８－１

一般競争入札 - 1,250,856 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,501,712円
予定調達総額（単価契約）
北海道　６０サイズ（税抜）　880.00円/個

平成３１年度普通職業訓練（普通課程）用教科書改
定作業（職業大）

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31年4月17日
一般社団法人雇用問
題研究会

2010005003004
理事長　太田　雄二
東京都中央区日本橋馬喰
町１丁目１４番５号

一般競争入札 - 3,930,120 -

ネットワーク機器一式の更新及び保守等業務（職業
大）

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5月24日 （株）フォース 5011101011161

代表取締役社長　八木
隆
東京都新宿区下落合１－
５－２２

一般競争入札 - 757,080 -

令和元年度施設設備等現況調査（職業大）

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13日
（株）ＥＲＩソリューショ
ン

7010401042600
代表取締役　田中　裕
東京都港区青山３丁目１
番３１号

一般競争入札 - 1,077,300 -

訓練用機器（自動一面かんな盤一式）の購入（職業
大）

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18日 協和機工（株） 9011801007091
代表取締役　髙木　章宏
東京都足立区千住宮元町
１番１２号

一般競争入札 - 5,720,000 -

事務用機器（屋外画像提示装置一式）の購入（職業
大）

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28日 ニッケイ（株） 1010701007309
代表取締役　尾倉　史晃
東京都品川区東五反田３
丁目２０番１４号

一般競争入札 - 1,500,120 -
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物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

調査研究に係る人材ニーズ調査業務（職業大）

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28日 （株）サンビジネス 7010407077646

代表取締役　佐藤　美奈
子
東京都港区芝１丁目１０番
１１号

一般競争入札（総
合評価）

- 3,439,425 -

令和元年度普通訓練課程教科書（機械系）改定作
業（職業大）

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7月2日
一般社団法人雇用問
題研究会

2010005003004
理事長　太田　雄二
東京都中央区日本橋馬喰
町１丁目１４番５号

一般競争入札 - 6,607,700 -

令和元年度普通訓練課程教科書（建築系）改定作
業（職業大）

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7月2日
一般財団法人職業訓
練教材研究会

8011105005074
理事長　宮部　高志
東京都新宿区戸山１－１５
－１０

一般競争入札 - 3,225,200 -

平成３０年度基盤整備センター刊行物印刷作成及
び発送業務（職業大）

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7月12日 （株）丸井工文社 6010901011444

代表取締役　今井　晋太
郎
東京都世田谷区船橋５丁
目１番６号

一般競争入札 - 2,482,596 -

教員研究業績管理システムの整備及び運用管理業
務（職業大）

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7月12日
（株）日立情報通信エ
ンジニアリング

9020001007959

営業統括本部第４本部第
３部部長　諸橋　学
神奈川県横浜市西区みな
とみらい２丁目３番３号

一般競争入札 - 2,838,000 -
複数年契約 R1.7.12～R6.3.31
2年目以降契約総額 3,696,000円

訓練用機器（自動溶接機５式）の購入（職業大）

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7月18日 昭和熔材（株） 8012801002158
代表取締役　佐野　友彦
東京都昭島市東町５丁目
１番２号

一般競争入札 - 7,535,000 -

訓練用機器（電界放出形走査電子顕微鏡システム
一式）の購入（職業大）

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8月30日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 61,710,000 -

訓練用機器（測量機器一式）の購入（職業大）

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9月24日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

一般競争入札 - 6,153,400 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（トルク検出器一式）の購入（職業大）

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9月24日 太陽計測（株） 6010801006420
代表取締役　弘田　朗
東京都大田区山王１丁目
２番６号

一般競争入札 - 10,340,000 -

令和２年度総合課程一般入学試験問題等搬送及び
保管管理業務（職業大）

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10月1日
日本通運（株）航空事
業支店

4010401022860

執行役員支店長　長嶋
敦
東京都港区海岸三丁目１
８番１号

一般競争入札 - 1,430,000 -

訓練用機器（仮設枠組足場一式）の購入（職業大）

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10月2日 （株）守谷商会 2010001059025
代表取締役　加藤　弘
東京都中央区八重洲１丁
目４番２２号

一般競争入札 - 5,236,000 -

令和２年度職業訓練指導員研修要項印刷作成及び
発送業務（職業大）

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10月3日 明誠企画（株） 3012801003953
代表取締役　西村　仁
東京都武蔵村山市榎２丁
目２５番５号

一般競争入札 - 1,332,100 -

訓練用機器（動力シャー一式）の購入（職業大）

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10月16日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 20,757,000 -

事務用機器（デジタルフルカラー複合機２２台）の購
入及び保守等業務（職業大）

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11月12日
リコーソリューション
ズ東京（株）首都圏事
業部

3010701024038
部長　岡村　誠
神奈川県相模原市中央区
共和４－２２－１

一般競争入札 - 10,615,000 -

複数年契約 R1.11.12～R7.3.31
2年目以降契約総額 44,580,250円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.70円/枚 
カラー　4.00円/枚

訓練用機器（スマートＦＡ用ロボット制御実習装置一
式）の購入（職業大）

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11月13日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 18,788,000 -

訓練用機器（木材劣化診断システム一式）の購入
（職業大）

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11月13日 （株）守谷商会 2010001059025
代表取締役　加藤　弘
東京都中央区八重洲１丁
目４番２２号

一般競争入札 - 27,808,000 -



(様式２)

公益法人
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応札・
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法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

低濃度ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬・廃棄処分業務（職
業大）

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12月2日 群桐エコロ（株） 5070001021323
代表取締役　山口　博
群馬県太田市新田大町６
００番２６

一般競争入札 - 658,900 -

訓練用機器（生産管理システムサーバ一式）の購入
（職業大）

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12月9日 エスコ・ジャパン（株） 5011101060068
代表取締役　李　顕庫
東京都新宿区大久保２丁
目２番１２号

一般競争入札 - 8,926,940 -
複数年契約 R1.12.9～R7.3.31
2年目以降契約総額 1,387,980円

令和２年度総合課程一般入学試験問題査読業務
（職業大）

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12月12日
（株）学力評価研究機
構

8011101080609

代表取締役　山中　奈美
子
東京都新宿区西新宿２丁
目１番１号

一般競争入札 - 1,361,250 -

訓練用機器（電気炉一式）の購入（職業大）

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12月17日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 11,374,000 -

令和２～４年度ＰＴＵホームページ運用支援・保守管
理業務（職業大）

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12月17日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 6,553,958 -

訓練用機器（ノート型パソコン１０式）の購入（職業
大）

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12月24日
リコージャパン（株）西
東京支社西東京ＬＡ
営業部

1010001110829
部長　水村　清一
東京都立川市曙町二丁目
２２番２０号

一般競争入札 - 1,093,620 -

訓練用機器（恒温槽一式）の購入（職業大）

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12月25日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 2,098,800 -

訓練用機器（顕微鏡デジタルカメラ一式）の購入（職
業大）

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12月25日 （株）池田理化 3010001010696
代表取締役　高橋　秀雄
東京都千代田区鍛冶町１
丁目８番６号

一般競争入札 - 1,216,600 -
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（自動埋込機外一式）の購入（職業大）

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12月27日 二宮商事（株） 5010801009457
代表取締役　二宮　教晃
東京都大田区田園調布１
丁目１５番８号

一般競争入札 - 9,570,000 -

６号館６１０７室扉修繕作業（職業大）

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12月27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 - 957,000 -

第２変電所マルチメーター等修繕作業（職業大）

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12月27日 堀内電機（株） 5012701000933
代表取締役　堀内　成吾
東京都小平市花小金井４
丁目２６番１９号

一般競争入札 - 1,005,400 -

訓練用機器（ファンクションジェネレータ１５式外一
式）の購入（職業大）

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2年1月9日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 5,012,700 -

訓練用機器（統計解析システム一式）の購入（職業
大）

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2年1月21日 （株）大塚商会 1010001012983
代表取締役　大塚　裕司
東京都千代田区飯田橋２
丁目１８番４号

一般競争入札 - 2,310,000 -

学生寮エア・コンディショナー（５４台）の更新作業
（職業大）

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2年1月22日 （株）コイヌマ 6012801000469
代表取締役　肥沼　俊男
東京都立川市高松町１－
１７－２６

一般競争入札 - 4,543,000 -

訓練用機器（オゾンモニタ２式）の購入（職業大）

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2年1月28日 （株）池田理化 3010001010696
代表取締役　高橋　秀雄
東京都千代田区鍛冶町１
丁目８番６号

一般競争入札 - 1,991,000 -

学生寮備品（椅子１４５脚）の購入（職業大）

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2年1月30日 （株）コイヌマ 6012801000469
代表取締役　肥沼　俊男
東京都立川市高松町１丁
目１７番２６号

一般競争入札 - 4,557,850 -
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都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（エッジコンピューティング装置外一式）
の購入（職業大）

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2年1月30日 トークシステム（株） 8011801010311
代表取締役　徳武　聖治
東京都港区芝浦２丁目１２
番１０号

一般競争入札 - 8,550,850 -

令和２年度「技能と技術」誌の編集・校正及び電子
書籍版作成（職業大）

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2年2月3日 （株）トゥブルーム 6290001056791

代表取締役　中村　義幸
福岡県福岡市南区塩原３
丁目１７－７サンシャインシ
ティビル大橋５階Ｂ号室

一般競争入札 - 847,000 -

訓練用機器（３次元形状測定機一式）の購入（職業
大）

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2年2月4日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 11,495,000 -

訓練用機器（プログラマブル交流電源一式）の購入
（職業大）

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2年2月4日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２丁目１２番地１２

一般競争入札 - 2,095,500 -

訓練用機器（２次元画像寸法測定器一式）の購入
（職業大）

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2年2月6日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 8,459,000 -

訓練用機器（ノートパソコン１１式）の購入（職業大）

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2年2月6日 ソフトブレーン（株） 1010001132006

代表取締役　豊田　浩文
東京都中央区八重洲２－
３－１住友信託銀行八重
洲ビル９階

一般競争入札 - 1,704,450 -

訓練用機器（静的データ測定装置一式）の購入（職
業大）

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2年2月10日 （株）守谷商会 2010001059025
代表取締役　加藤　弘
東京都中央区八重洲１丁
目４番２２号

一般競争入札 - 2,772,000 -

７号館東側給水弁修繕作業（職業大）

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2年2月18日 石川建設（株） 2012701000085
代表取締役　石川　忠
東京都小平市仲町２１７

一般競争入札 - 1,342,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

総合課程２０２１年学生募集用広報物版下作成業務
（職業大）

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2年2月21日
（株）ＳＢＳプロモー
ション

4080001000673
代表取締役　村田　潔春
静岡県静岡市駿河区森下
町１番３５号

一般競争入札（総
合評価）

- 6,930,000 -

総合課程２０２１年学生募集用広報物及び学生募集
要項印刷作成・発送等業務（職業大）

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2年3月3日 （株）光和印刷 6050001000955
代表取締役　宮角　貴裕
茨城県水戸市元吉田町１
８２３番地の２２

一般競争入札 - 3,410,000 -

平成３１年度プリンタートナー等の購入（関東職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）セラビ 5430001028059
代表取締役　時岡　一秀
北海道札幌市東区本町１
条９丁目２番４号

一般競争入札 - 4,199,508 -

予定調達総額（単価契約）
Ｃａｎｏｎ　ＣＲＧ－５０９　28,677.00円/本 
Ｃａｎｏｎ　ＣＲＧ－５３３Ｈ　29,056.00円/本 
Ｃａｎｏｎ　ＣＲＧ－３２２ⅡＢＬＫ　20,505.00
円/本

平成３１・３２年度神奈川支部警備業務（関東職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）フジアート 2020001028631
代表取締役　髙橋　昭一
神奈川県横浜市中区日本
大通１７番地

一般競争入札 - 3,023,376 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,023,385円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,198.00円/時間（税抜） 

宅配便運搬業務（単価契約）（関東職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日 日本郵便（株） 1010001112577
代表取締役　横山　邦男
東京都千代田区大手町２
丁目３番１号

一般競争入札 - 1,381,638 -

予定調達総額（単価契約）
２㎏または６０㎝まで　629.00円/個 
５㎏または８０㎝まで　794.00円/個 
１０㎏または１００㎝まで　991.00円/個
ほか

施設設備等現況調査業務委託（神奈川障害者職業
センター・関東職業能力開発促進センター・港湾短
大横浜校）

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6月10日
（株）ＥＲＩソリューショ
ン

7010401042600

代表取締役　田中　裕
東京都港区南青山３丁目
１番３１号ＮＢＦ南青山ビル
２階

一般競争入札 - 1,350,000 -

訓練用機器（ＴＩＧ溶接機等一式外１件）購入（関東
職業能力開発促進センター）

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8月1日 関東物産（株） 9010001013776

代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９ＫＤＸ日本橋本町
ビル４階

一般競争入札 - 1,890,000 -

防犯カメラシステム２４台更新作業一式（関東職業
能力開発促進センター）

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8月26日 （株）ジェイ・ティ 8180001004157
代表取締役　坂本　秀彦
愛知県名古屋市千種区春
岡通７丁目４９番地

一般競争入札 - 1,075,800 -



(様式２)

公益法人
の区分

国所管、
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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)
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物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（パソコンシステム一式）の更新業務（関
東職業能力開発促進センター）

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10月7日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番

一般競争入札 - 2,530,000 -

訓練用機器（ネットワーク構築機器一式）の購入（関
東職業能力開発促進センター）

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10月7日 ソフトブレーン（株） 1010001132006
代表取締役　豊田　浩文
東京都中央区日本橋１丁
目４番１号

一般競争入札 - 3,542,000 -

訓練用機器（ＧＲ・ＤＧＲリレーテスタ１台、外１件）の
購入一式（関東職業能力開発促進センター）

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10月28日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388
代表取締役　斉藤　芳雄
東京都中央区東日本橋２
－１６－４

一般競争入札 - 4,769,600 -

訓練用機器（ＣＡＮ通信解析モジュール　１１ライセン
ス）の購入（関東職業能力開発促進センター）

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11月11日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ケ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 1,775,070 -

事務用機器（カラー複合機１台）の購入及び保守（関
東職業能力開発促進センター）

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18日 デュプロ（株） 6013301013580
代表取締役　塚崎　昌則
東京都千代田区神田紺屋
町７番地

一般競争入札 - 1,380,280 -

複数年契約 R1.12.18～R7.3.31
2年目以降契約総額 3,616,800円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.70円/枚 
カラープリント　2.90円/枚 
カラーコピー　2.90円/枚

能力開発セミナーコースガイド２０２０年度前期版及
び後期版の作成及び送付（関東職業能力開発促進
センター）

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20日 テクノヤマモト
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　山本　建明
神奈川県横浜市中区末吉
町２丁目３８番地

一般競争入札 - 4,330,700 -

訓練用機器（プロジェクター２セット外２件）の購入
（関東職業能力開発促進センター）

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25日 （株）トシダ 5020001015536

代表取締役　土志田　仁
神奈川県横浜市西区伊勢
崎町１－１５トシダビル１０
１

一般競争入札 - 1,037,300 -

電話交換機等改修整備一式（関東職業能力開発促
進センター）

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31日 八重洲電気（株） 7010001059391
代表取締役　三石　昇
東京都中央区新川二丁目
１２番１５号

一般競争入札 - 3,960,000 -
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加湿機能付き空気清浄機２１台の購入（関東職業能
力開発促進センター）

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3月9日 （株）トシダ 5020001015536

代表取締役　土志田　仁
神奈川県横浜市西区伊勢
崎町１－１５トシダビル１０
１

一般競争入札 - 1,940,400 -

平成３１・３２年度人的警備業務委託（港湾短大横浜
校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

平成31年4月1日
（株）アメニティシステ
ム

3020001042680

代表取締役　布施　賀晶
神奈川県横浜市中区山下
町２０７番地２関内ＪＳビル
７階

一般競争入札 - 2,538,151 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,538,151円
予定調達総額（単価契約）
人的警備業務　1,380.00円/時間（税抜） 

平成３１・３２年度清掃及び環境衛生管理業務（港湾
短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

平成31年4月1日 （株）清光社 5020001027242
代表取締役　鈴木　真
神奈川県横浜市中区山下
町１番地シルクセンター内

一般競争入札（総
合評価）

- 4,806,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,806,000円

空調機（２台）の購入及び設置（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年7月19日 （株）ＡＥＳ 5021001057568
代表取締役　吉田　浩
神奈川県相模原市南区新
戸２６８８－３２

一般競争入札 - 1,397,000 -

移動式クレーン年次定期自主検査及び性能検査代
行業務一式（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年12月10日
国際サービスシステ
ム（株）

5010401010666
代表取締役　新倉　恭一
東京都港区海岸１－９－１
８

一般競争入札 - 1,815,000 -

訓練用機器（物流システム実習装置一式）の更新業
務（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年12月18日 トーヨーカネツ（株） 2010601004909
代表取締役　柳川　徹
東京都江東区南砂２丁目
１１番１号

一般競争入札 - 12,188,000 -

訓練用機器（ノートパソコン２６台外１件）の更新業
務（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年12月18日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 5,487,900 -

公用車（軽乗用車２台）の購入（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年12月25日 平田自動車工業（株） 7020001018578
代表取締役　平田　行雄
神奈川県横浜市瀬谷区北
町３５－４

一般競争入札（総
合評価）

- 3,134,600 -
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空調機（２台）の購入及び設置等業務（港湾短大横
浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和1年12月26日 （株）ＡＥＳ 5021001057568
代表取締役　吉田　浩
神奈川県相模原市南区新
戸２６８８－３２

一般競争入札 - 1,832,600 -

訓練用備品（ロッカー２６台）の購入等（港湾短大横
浜校）

契約担当役支部長 
下町　弘和 
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和2年2月4日 （株）トシダ 5020001015536

代表取締役　土志田　仁
神奈川県横浜市西区伊勢
崎町１－１５トシダビル１０
１

一般競争入札 - 1,626,900 -

カラー複合機の賃貸借及び保守業務（新潟職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月1日
和同情報システム
（株）

3110001023696
代表取締役　木村　信丈
新潟県長岡市２丁目７－５

一般競争入札 - 916,144 -

複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 3,664,568円
予定調達総額（単価契約）
賃貸借料　5,000.00円/月 
モノクロ　0.69円/枚 
フルカラー　3.20円/枚

２０１９年度・２０２０年度施設管理等業務（新潟職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月1日
（株）渡辺ビルサービ
ス

3110001023705
代表取締役　渡邊　義行
新潟県長岡市山田２丁目
４番１４号

一般競争入札 - 3,582,338 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,573,261円

２０１９・２０２０・２０２１年度健康診断業務（新潟支
部・新潟障害者職業センター・新潟職業能力開発促
進センター・新潟短大）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月1日
一般財団法人健康医
学予防協会

1110005008019
代表理事　入澤　憲二
新潟県新潟市中央区紫竹
山２丁目６番１０号

一般競争入札 - 451,656 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 903,312円
予定調達総額（単価契約）
特殊健康診断　6,500.00円/人 
定期検診　5,900.00円/人 
大腸検査　1,200.00円/人　ほか

２０１９・２０２０年度日常及び定期清掃業務（新潟職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月1日
（株）渡辺ビルサービ
ス

3110001023705
代表取締役　渡邊　義行
新潟県長岡市山田２丁目
４番１４号

一般競争入札（総
合評価）

- 2,821,780 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,881,397円
予定調達総額（単価契約）
ブラインド及び窓清掃作業員配置
1,400.00円/時間 
２０２０年度作業員配置　1,070.00円/時
間 
２０１９年度作業員配置　1,050.00円/時
間　ほか

２０１９年度・２０２０年度空調設備保守点検業務（新
潟職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月17日
日本ビルコン（株）東
日本事業本部北信越
支社

9010601024883

執行役員支社長　豊島
弘志
新潟県新潟市西区流通セ
ンター４－３－２

一般競争入札 - 1,188,000 -
複数年契約 R1.5.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,188,000円

居住系実習場等移転に係るコンサルティング業務
（新潟職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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31年4月22日
（株）エフエム・スタッ
フ

3010001039406

代表取締役社長　沢辺
勝
東京都中央区入船３－６
－１４

一般競争入札（総
合評価）

- 1,751,760 -
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訓練用機器（ＬＡＮ対応ＰＬＣ、タッチパネル表示器及
びＰＬＣ負荷装置）の購入（新潟職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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

令和1年7月19日 遠藤電機（株） 4110001022177
代表取締役　遠藤　厚一
新潟県長岡市西新町２丁
目３番４０号

一般競争入札 - 14,960,000 -

居住系実習場等移転に伴う引越業務（新潟職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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

令和1年7月29日 中越運送（株） 2110001003294
代表取締役　小林　和男
新潟県新潟市中央区美咲
町１丁目２３番２６号

一般競争入札 - 2,970,000 -

灯油の購入（単価契約）（新潟職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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

令和1年10月16日 （株）シマキュウ 5110001022606
代表取締役　島田　隆昭
新潟県長岡市原町１－５
－１５

一般競争入札 - 4,294,400 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　64.00円/Ｌ 

訓練用機器（汎用フライス盤）の修繕業務（新潟職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
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

令和1年11月8日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 3,135,000 -

複合機（ＴＡＳＫａｌｆａ６０５２ｃｉ）の保守業務（新潟短
大）

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

平成31年4月1日 （株）皆徳 7110001013520
代表取締役　皆川　倫彬
新潟県新発田市豊町４丁
目５番３３号

一般競争入札 - 517,752 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 2,071,008円

学生用ロッカーの調達及び既存品の廃棄業務（新
潟短大）

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10月16日 （株）インテリア山下 1110001001316
代表取締役　山下　進
新潟県新潟市中央区堀之
内南１－３２－１６

一般競争入札 - 1,784,200 -

訓練用機器（木工機械かんな盤一式）の購入（新潟
短大）

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11月25日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺之内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 2,503,600 -

訓練用機器（表示器（ＦＡ制御総合システム）１１式）
の購入（新潟短大）

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11月28日 （株）ナガイ 5110001023166
代表取締役　長井　大
新潟県長岡市新産２丁目
７番地７

一般競争入札 - 4,163,500 -
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公用車（乗用車）交換購入２台（富山障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長 
相楽　智輝 
富山障害者職業センター 
富山県富山市桜橋通り１－１８北日本桜
橋ビル７階

令和1年12月13日 （株）スズキ自販富山 2230001004479
代表取締役　中村　俊夫
富山県富山市掛尾町４１６
番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 2,928,778 -

平成３１年度教材用ガス類（単価契約）の購入一式
（富山職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
サカヰ産業（株）高岡
支店

3230001000997
支店長　寺西　勇進
富山県高岡江尻４１０－４

一般競争入札 - 1,652,616 -

予定調達総額（単価契約）
酸素ガス（税抜）　385.00円/㎥ 
アルゴンガス（税抜）　1,480.00円/㎥ 
溶解アセチレンガス（税抜）　2,200.00円/
㎏　ほか

平成３１年度教材用板材類（単価契約）の購入一式
（富山職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 石丸工業（株） 2220001015270
代表取締役　戸田　良子
石川県金沢市金石東１丁
目４番３号

一般競争入札 - 1,761,480 -

予定調達総額（単価契約）
鋼板（ＳＳ４００）（税抜）　910.00円/枚 
鋼板（ＳＳ４００）（税抜）　1,700.00円/枚 
鋼板（ＳＳ４００）（税抜）　2,260.00円/枚
ほか

白灯油の購入一式（単価契約）平成３１年度分（富
山職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）和田商会高岡支
店

7110001005848

取締役高岡支店長　宮脇
清一
富山県高岡市四屋７２７－
３

一般競争入札 - 4,215,456 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油ＪＩＳ１号（税抜）　69.70円/Ｌ 

平成３１年度剪定及び芝刈り等業務（単価契約）（富
山職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）富山岸グリーン
サービス

6230001014020
代表取締役　水野　誠
富山県富山市赤田８２７番
５

一般競争入札 - 1,620,000 -

予定調達総額（単価契約）
剪定　790,000.00円/回 
芝刈り（Ａ緑地）　45,000.00円/回 
芝刈り（Ｂ緑地）　20,000.00円/回　ほか

訓練用機器（工業用Ｘ線発生器一式）の購入（富山
職業能力開発促進センター）

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7月1日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 8,415,000 -

訓練用機器（イメージングプレートスキャナー一式）
の購入（富山職業能力開発促進センター）

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7月1日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 8,844,000 -

敷地内外灯取替および外灯塗装作業（富山職業能
力開発促進センター）

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8月27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 - 2,689,200 -



(様式２)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
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契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（ＱＲコードリーダーシステム一式）の購
入（富山職業能開促進センター）

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30日 （株）電陽社 8230001001792
代表取締役　東　達
富山県富山市奥井町１７
番３８号

一般競争入札 - 2,251,205 -

訓練用機器（安全教育実習装置一式）の購入（富山
職業能力開発促進センター）

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30日
（株）舞鶴計器　北陸
営業所

6130001043649
所長　岸　幸二
富山県高岡市本町３丁目
８番地塩谷ビル３Ｆ

一般競争入札 - 1,757,800 -

特別清掃業務一式（富山職業能力開発促進セン
ター）

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30日 武田商事（株） 2220001000405
代表取締役　武田　洋史
石川県野々市市堀内３丁
目４０番地

一般競争入札 - 723,800 -

令和２年度離職者訓練受講者募集に係るパンフレッ
ト外２件の作成印刷業務一式（富山職業能力開発
促進センター）

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11月15日 第一印刷（株） 5220001015391
代表取締役　政浦　隆司
石川県七尾市古府町へ部
３４番地１

一般競争入札 - 1,198,890 -

富山支部内本部ＬＡＮ敷設整理作業（富山職業能力
開発促進センター）

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12月19日 石丸工業（株） 2220001015270
代表取締役　戸田　良子
石川県金沢市金石東１丁
目４番３号

一般競争入札 - 2,178,000 -

公用車（乗用車）交換購入１台（富山職業能力開発
促進センター）

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12月25日 タナベ自動車（株） 5230001010400
代表取締役　田辺　千秋
富山県高岡市三女子１２８
番地

一般競争入札（総
合評価）

- 1,430,000 -

ＲＩＳＯトナーカートリッジの購入（単価契約）平成３１
年度分（北陸能開大）

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

平成31年4月1日 （株）トヨックス 1230001007383
代表取締役　中西　誠
富山県黒部市前沢４３７１
番地

一般競争入札 - 1,907,550 -

予定調達総額（単価契約）
ＧＤインク　Ｆブラック（１０００ｍｌ）
30,150.00円/本 
ＧＤインク　Ｆシアン（１０００ｍｌ）
32,850.00円/本 
ＧＤインク　Ｆマゼンタ（１０００ｍｌ）
32,850.00円/本　ほか

トナー及びドラムカートリッジの購入（単価契約）平
成３１年度分（北陸能開大）

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

平成31年4月1日 （有）たかやま 2330002027816
代表取締役　髙山　俊彦
熊本県水俣市桜井町３－
４－２５

一般競争入札 - 1,354,082 -

予定調達総額（単価契約）
ＲＩＣＯＨＳＰトナーＣ７４０Ｈブラック
10,030.00円/本 
ＲＩＣＯＨＳＰトナーＣ７４０Ｈシアン
8,968.00円/本 
ＲＩＣＯＨＳＰトナーＣ７４０Ｈマゼンタ
8,968.00円/本　ほか



(様式２)
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法人番号
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)
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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

平成３１年度Ａ重油（単価契約）購入一式（北陸能開
大）

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

平成31年4月1日 竹中産業（株） 6010001022103
代表取締役　竹中　繁夫
東京都千代田区鍛冶町１
丁目５番５号

一般競争入札 - 4,240,080 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（ＪＩＳ１種２号）　75.50円/Ｌ 

平成３１～３２年度広報に係る広告作成掲載及び広
報用冊子作成業務一式（北陸能開大）

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

平成31年4月1日
（株）北日本新聞開発
センター

1230001000743

代表取締役社長　駒沢
信雄
富山県富山市安住町２番
１４号

一般競争入札 - 6,929,091 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,929,091円

平成３１・３２年度昇降機保守点検業務（北陸能開
大）

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

平成31年4月1日
エス・イー・シーエレ
ベーター（株）北陸支
店

6010501005788

北陸支店支店長　小倉
倫久
石川県金沢市横川７丁目
３５番地１ルミエール横川６
階

一般競争入札 - 1,215,648 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,215,648円

平成３１～３３年度構内警備業務委託一式（北陸能
開大）

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

平成31年4月1日 北陸交通整理（株） 9230001002939
代表取締役　岡本　隆
富山県富山市一本木１３８
番地

一般競争入札 - 2,952,261 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,904,522円
予定調達総額（単価契約）
通常警備　1,350.00円/時間（税抜） 
イベント駐車場警備　2,000.00円/時間
（税抜） 

平成３１～３３年度学生寮警備（舎監）業務一式（北
陸能開大）

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

平成31年4月1日 北陸交通整理（株） 9230001002939
代表取締役　岡本　隆
富山県富山市一本木１３８
番地

一般競争入札 - 8,956,008 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 17,912,016円
予定調達総額（単価契約）
通常警備　1,350.00円/時間（税抜） 
追加警備　1,350.00円/時間（税抜） 

平成３１～３３年度学生寮及び学生ホールの食堂業
務委託一式（北陸能開大）

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

平成31年4月1日
（株）魚国総本社北陸
支社

1120001074930

執行役員支社長　佐々木
強
富山県富山市西大泉１２
番地１０

一般競争入札 - 8,096,760 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 16,193,520円

訓練用機器（自律型移動式ロボット）の購入一式（北
陸能開大）

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8月29日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 2,142,800 -

訓練用機器（メカトロニクス実習装置）の購入一式
（北陸能開大）

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10月30日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 10,285,000 -
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契約相手方の
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訓練用機器（ロボット制御機器一式）の購入（北陸能
開大）

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12月19日
（株）舞鶴計器　北陸
営業所

6130001043649
所長　岸　幸二
富山県高岡市本町３丁目
８番地塩谷ビル３Ｆ

一般競争入札 - 1,571,900 -

訓練用機器（３Ｄプリンターシステム）の購入一式
（北陸能開大）

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12月24日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 5,495,600 -

訓練用什器（イス及びワークテーブル）の購入一式
（北陸能開大）

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12月24日 （株）オフィステム 6230001007032
代表取締役　坂本　勇
富山県魚津市吉島２－１１
－２８

一般競争入札 - 1,936,000 -

訓練用機器（タッチパネル一式）の購入（北陸能開
大）

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2年1月10日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

一般競争入札 - 1,943,700 -

訓練用機器（訓練用パソコン（産業用ロボット実習））
の購入一式（北陸能開大）

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2年1月24日 （株）電陽社 8230001001792
代表取締役　東　達
富山県富山市奥井町１７
番３８号

一般競争入札 - 4,719,000 -

訓練用機器（訓練用パソコン一式）の購入（北陸能
開大）

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2年1月24日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役社長　徳重
敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 6,666,000 -

２０２０ポリテックビジョンｉｎ新川の会場設営業務一
式（北陸能開大）

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2年1月24日 （株）ニイカワ広告社 7230001007163
代表取締役　元野　雅樹
富山県魚津市浜経田３３１
６－１

一般競争入札 - 4,389,000 -

定期健康診断等及び産業医委託業務（石川支部）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
石川支部 
石川県金沢市観音堂町へ１

平成31年4月1日 医療法人社団洋和会 8220005001781
理事長　池田　太一郎
石川県野々市市新庄２－
１０

一般競争入札 - 1,071,468 -



(様式２)
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法人番号
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)
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(a)
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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

２０１９年度教材用ガス類の購入（単価契約）（石川
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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31年4月1日
伊藤忠工業ガス（株）
北陸支店

8010401078461
支店長　有馬　伴善
石川県白山市福留町５１４
番１

一般競争入札 - 1,886,652 -

予定調達総額（単価契約）
溶解アセチレンガス（７ｋｇ）　23,100.00円
/本 
工業用アルゴンガス（７㎥）　10,850.00円
/本 
工業用酸素ガス（７㎥）　3,710.00円/本
ほか

人的警備業務（石川職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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31年4月1日
（有）芙蓉クリーン
サービス

1220002005065
代表取締役　舘島　豊晴
石川県金沢市神田１丁目
２５番地１０号

一般競争入札 - 2,999,106 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,999,106円
予定調達総額（単価契約）
人的警備（平日）　1,275.00円/時間 
人的警備（施設開放日）　1,275.00円/時
間 

訓練用機器（冷凍技術訓練シミュレータ１台）の購入
（石川職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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

令和1年6月20日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388
代表取締役　斉藤　芳雄
東京都中央区東日本橋２
丁目１６番４号

一般競争入札 - 4,017,600 -

蒸気ボイラー配管修繕（石川職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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

令和1年8月29日 株式会社柿本商会 6220001001754
取締役社長　柿本　自如
石川県金沢市藤江南２－
２８

一般競争入札 - 1,375,000 -

令和元年度蒸気ボイラー運転業務（石川職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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

令和1年10月4日
石川県ビルメンテナ
ンス協同組合

3220005001456
理事長　神林　政則
石川県金沢市新神田５丁
目２５番地１

一般競争入札 - 1,026,960 -

令和元年度暖房用Ａ重油の購入（石川職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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

令和1年10月11日
竹中産業（株）金沢営
業所

6010001022103
所長　津幡　俊男
石川県金沢市昭和町３－
１０

一般競争入札 - 3,653,100 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（ＪＩＳ１種２号）　61.50円/Ｌ 

学生寮管理業務（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

平成31年4月1日 エコグリーン森田
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　森田　俊勝
石川県鳳珠郡穴水町字岩
車メ１３番地

一般競争入札 - 3,715,200 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,715,200円

常駐警備委託業務（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

平成31年4月1日 エコグリーン森田
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　森田　俊勝
石川県鳳珠郡穴水町字岩
車メ１３番地

一般競争入札 - 2,116,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,233,600円
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校内ＬＡＮ用インターネット接続回線業務（石川短
大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

平成31年4月1日
北陸通信ネットワーク
（株）

4220001006383
代表取締役　松島　英章
石川県金沢市西念１－１
－３

一般競争入札 - 1,684,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,369,600円

学生ホール食堂及び学生寮給食業務（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

平成31年4月1日
エスケイアイパート
ナーズ（株）

6240001043480
代表取締役　松長　昭憲
広島県広島市西区東観音
町２番１５号

一般競争入札 - 7,560,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 15,120,000円

下水浄化槽自動荒目スクリーン１台他の更新（石川
短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年6月5日
（株）西原ネオ金沢営
業所

5010401021473
所長　長谷川　満
石川県金沢市駅西新町２
丁目６番７号

一般競争入札 - 1,058,400 -

訓練用機器（通信用ネットワークシステム一式）の購
入（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年6月27日 みつぼしテクノ（株） 2220001003036
代表取締役　亀井　公顯
石川県金沢市京町２６番２
２号

一般競争入札 - 5,940,000 -

訓練用機器（ターニングセンタＹ軸１台）修正修理業
務（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年6月27日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 5,553,900 -

訓練用機器（高速度切断機一式）の購入（石川短
大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年7月18日 轟産業（株）金沢支社 9210001002528

取締役支社長　中谷　勝
次
石川県金沢市北安江４丁
目８番地３３号

一般競争入札 - 3,121,800 -

訓練用機器（ラピットプロトタイピング一式）の購入
（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年7月18日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 6,341,500 -

職員宿舎浴室ガス給湯設備他の更新（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年7月25日 石丸工業（株） 2220001015270
代表取締役　戸田　良子
石川県金沢市金石東１丁
目４番３号

一般競争入札 - 4,838,400 -
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訓練用備品（椅子９０脚）の購入（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年9月27日
デュプロ北陸販売
（株）

5220001004460
代表取締役　大秦　徹
石川県金沢市福増町北１
３００番地

一般競争入札 - 1,122,000 -

訓練用機器（ファンクションジェネレータ２５台）の購
入（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年10月17日
日本電計（株）金沢営
業所

9010501010505
所長　林　広之
石川県金沢市上安原２－
１８７

一般競争入札 - 9,020,000 -

壁面折畳式バスケットゴール更新（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年10月17日
（株）かぶとやスポー
ツ

3220001015303
代表取締役　甲　秋水
石川県七尾市北藤橋町口
部２７５番地４

一般競争入札 - 2,944,700 -

訓練用機器（光ファイバ融着接続機２台）外の購入
（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年10月17日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
丁目１５番地１２号

一般競争入札 - 2,516,800 -

令和元年度校内・学生寮暖房用Ａ重油の購入（単価
契約）（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年11月22日 （株）舞谷商店 5220001016836
代表取締役　舞谷　昭弘
石川県鳳至郡穴水町字川
島ワ１４４番地１

一般競争入札 - 2,600,400 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（ＪＩＳ１種２号）　78.80円/Ｌ 

訓練用機器（汎用フライス盤５台）の移設及び設置・
調整他業務（石川短大）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
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４５
－１

令和1年11月22日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 7,474,500 -

平成３１～３４年度電子複合機の賃貸借及び保守
（福井職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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31年4月1日
エフケーユーテクニカ
ル（株）

1210001000547

代表取締役社長　山内
みづえ
福井県福井市和田東１丁
目８１３

一般競争入札 - 3,527,712 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 7,055,424円
予定調達総額（単価契約）
賃貸借　27,400.00円/月 
モノクロ印刷　1.80円/枚 
カラー印刷　9.00円/枚

平成３１年度施設管理（警備・清掃等）業務（福井職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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31年4月1日 （株）コーワ北陸 4220001009626
代表取締役　嶋﨑　正宏
石川県金沢市間明町２－
２３

一般競争入札 - 6,134,400 -
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工作機械点検業務（福井職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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

令和1年8月27日 吉岡幸（株） 8210001004434

代表取締役社長　吉岡
正盛
福井県福井市宝永３－２２
－５

一般競争入札 - 1,698,840 -

令和元年度暖房用燃料（灯油・重油）の購入（福井
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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

令和1年11月6日 カワイ（株） 5210001011565
代表取締役　河合　雄二
福井県越前市上太田町第
２９号１５番地の１

一般競争入札 - 2,591,600 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油（ＪＩＳ規格１号）　88.00円/Ｌ 
Ａ重油（ＪＩＳ規格１種２号）　83.00円/Ｌ 

外部ポンプ室ＡＢ・本館ボイラー室融雪センサー取
替修繕（福井職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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

令和1年12月4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 - 1,144,000 -

内部改装及び什器交換入替一式（福井職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
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

令和2年1月8日
エフケーユーテクニカ
ル（株）

1210001000547

代表取締役社長　山内
みづえ
福井県福井市和田東１丁
目８１３

一般競争入札 - 4,877,400 -

職員健康診断業務一式（山梨支部・山梨障害者職
業センター・山梨職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨支部 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和1年5月23日 甲府共立病院 7090005000162
院長　小西　利幸
山梨県甲府市宝１－９－１

一般競争入札 - 1,097,172 -

予定調達総額（単価契約）
定期・採用時健康診断　9,504.00円/人 
生活習慣病健診①　16,524.00円/人 
生活習慣病健診②　20,844.00円/人

平成３１年度電気資材外の購入（山梨職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成31年4月1日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 1,145,588 -

予定調達総額（単価契約）
ＣＶＶケーブル　98.28円/１ｍ 
ＥＭ－ＥＥＦケーブル　6,690.60円/１００ｍ 
ＶＶＦケーブル　3,742.20円/１００ｍ　ほ
か

平成３１・３２年度人的警備業務（山梨職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成31年4月1日 （株）ケイビイワイ 9090001008348
代表取締役　幡野　しのぶ
山梨県都留市法能７８０－
３

一般競争入札 - 4,004,640 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,004,640円
予定調達総額（単価契約）
警備料（月額）　263,520.00円/月 
警備料（休日）　1,477.44円/時間 

平成３１，３２年度構内緑地管理業務（山梨職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成31年4月1日
（有）サンリツ造園土
木

2090002004377
代表取締役　富岡　信也
山梨県甲府市善光寺３１３
５番地

一般競争入札 - 918,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,458,000円



(様式２)

公益法人
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（複数年契約の契約金額は
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用ネットワーク保守・運用業務委託一式（山梨
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 2,462,400 -

平成３１，３２年度日常清掃業務（山梨職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

平成31年4月1日
公益社団法人甲府市
シルバー人材セン
ター

9090005006018
理事長　斎城　和久
山梨県甲府市相生町２丁
目１７番１号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,257,152 - 公社
都道府県

所管
1

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,257,152円
予定調達総額（単価契約）
清掃業務　869.00円/時間 

新実習場訓練生ホール什器一式の購入（山梨職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和1年5月30日 （株）フジコー 7090001001858
代表取締役　藤綱　尚武
山梨県甲府市国母８－３０
－１４

一般競争入札 - 1,274,400 -

実習場訓練用機器移設業務一式（山梨職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和1年6月26日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388

代表取締役社長　斉藤
芳雄
東京都中央区東日本橋２
－１６－４

一般競争入札 - 11,256,840 -

訓練用機器移設に係る電源接続作業一式（山梨職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和1年6月26日 日昇電気工業（株） 1090001001673
代表取締役　樋口　俊彦
山梨県甲府市緑が丘１－
１－１１

一般競争入札 - 2,268,000 -

ハロートレーニング受講者募集に係る広報業務（山
梨職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齋藤　友美枝 
山梨職業能力開発促進センター 
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和1年8月21日
（株）ユーティーワイ
企画

3090001002414
代表取締役　平岡　豊
山梨県甲府市湯田２－９
－８ＵＴＹ会館

一般競争入札（総
合評価）

- 1,210,000 -

清掃業務及びレンタルマット交換業務一式（長野障
害者職業センター）

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31年4月1日
ブイファッション仙台
（株）

7370001011498
代表取締役　目黒　秀樹
宮城県仙台市宮城野区原
町５丁目８番４７号

一般競争入札（総
合評価）

- 972,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,944,000円

平成３１年度プリンター用トナー等の調達（単価契
約）（長野職業能力開発促進センター）

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31年4月1日 （株）蔦友 5100001002030

代表取締役社長　酒井
秀晴
長野県長野市大字大豆島
字中ノ島２９３３

一般競争入札 - 1,167,691 -

予定調達総額（単価契約）
ＩＰＳｉＯ　ＳＰ　ＥＣ　トナーカートリッ
32,400.00円/本 
ＩＰＳｉＯ　ＳＰ　トナー　ブラック　8,880.00
円/本 
ＩＰＳｉＯ　ＳＰ　トナー　シアン　8,880.00円
/本
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一般競争入札・
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契約相手方の
商号又は名称

平成３１年度求人情報誌への職業訓練受講生募集
広告（長野職業能力開発促進センター）

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31年4月1日
（株）アサヒエージェン
シー

4100001000002
代表取締役　北野　貴裕
長野県長野市問御所１３０
６－１

一般競争入札 - 2,478,600 -

平成３１年度複合機保守業務（長野職業能力開発
促進センター）

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31年4月1日 （株）信越ワキタ 8100001001277
代表取締役　堀江　大介
長野県長野市アークス８番
１３号

一般競争入札 - 2,114,048 -
予定調達総額（単価契約）
カラー印刷　7.70円/枚 
モノクロ印刷　0.77円/枚 

訓練用ネットワークシステム保守・運用業務（長野職
業能力開発促進センター）

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31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　岡﨑
俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,555,200 -

訓練用機器（箱型加熱炉一式）の購入（長野職業能
力開発促進センター）

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

令和1年9月4日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 4,367,000 -

教室棟建替その他工事に伴うアスベスト調査業務
（長野職業能力開発促進センター）

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

令和1年10月17日
（株）エーシーエ建築
調査事務所

4100001027078
代表取締役　竹鼻　隆幸
長野県長野市柳原２３６０
番地４

一般競争入札 - 2,189,000 -

訓練用機器（真円度測定機一式）の購入（長野職業
能力開発促進センター）

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

令和1年12月25日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 5,478,000 -

訓練用機器（ビッカース硬さ試験機一式）の購入（長
野職業能力開発促進センター）

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

令和1年12月25日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 2,816,000 -

訓練用ネットワークシステム保守・運用業務（松本訓
練センター）

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31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　岡﨑
俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,503,360 -
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訓練用機器（直立ボール盤一式）の購入（松本訓練
センター）

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28日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 11,187,000 -

訓練用機器（超硬バイト研削盤一式）の購入（松本
訓練センター）

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6月4日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 7,225,200 -

訓練用機器（小形表面粗さ測定機一式）の購入（松
本訓練センター）

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6月21日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 5,368,000 -

訓練用機器（板金自動プログラミングシステム一式）
の購入（松本訓練センター）

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8月27日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 12,320,000 -

訓練用備品（ワゴン一式）の購入（松本訓練セン
ター）

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11月12日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 1,657,700 -

訓練用機器移設、エアー配管業務及び関連備品等
の購入（松本訓練センター）

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11月22日 （株）紅和 5011001032101
代表取締役　西川　努
東京都世田谷区用賀４－
１６－１－３０５

一般競争入札 - 7,348,000 -

高速フルカラー印刷機の購入及び保守（岐阜支部）

契約担当役支部長 
中谷　誠次 
岐阜支部 
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和1年10月30日 （株）ジムブレーン 9200001002545

代表取締役社長　栗本
真治
岐阜県岐阜市薮田東２－
８－１３

一般競争入札 - 5,433,450 -
複数年契約 R1.10.30～R6.11.28
2年目以降契約総額 1,017,500円

平成３１～３２年度清掃業務（岐阜障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長 
中谷　誠次 
岐阜障害者職業センター 
岐阜県岐阜市日光町６－３０

平成31年4月1日 （株）宣光 7180001055556
代表取締役　佐藤　安則
愛知県北名古屋市九之坪
長堀５２－２

一般競争入札（総
合評価）

- 478,386 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 478,386円
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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

公用車（乗用車）の交換購入一式（岐阜障害者職業
センター）

契約担当役支部長 
中谷　誠次 
岐阜障害者職業センター 
岐阜県岐阜市日光町６－３０

令和1年12月11日 岐阜スズキ販売（株） 4200001001329
取締役社長　加藤　孝廣
岐阜県岐阜市金町６丁目
２番地５

一般競争入札（総
合評価）

- 1,292,959 -

平成３１～３２年度施設警備業務（岐阜職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）ダイヤモンド警
備

8200001006258
代表取締役　高栁　真
岐阜県岐阜市下西郷１－
１７０－１

一般競争入札 - 3,283,610 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,283,610円
予定調達総額（単価契約）
施設警備業務　1,430.00円/時間（税抜） 

平成３１・３２年度施設清掃業務（岐阜職業能力開発
促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）宣光 7180001055556
代表取締役　佐藤　安則
愛知県北名古屋市九之坪
長堀５２－２

一般競争入札 - 667,440 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 667,440円

訓練用ネットワークシステムに係るソフトウエアライ
センス更新作業及び保守作業（岐阜職業能力開発
促進センター）

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

平成31年4月1日 ＮＤＳ（株） 2180001039415
代表取締役　玉村　知史
愛知県名古屋市中区千代
田２丁目１５番１８号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,134,000 -

令和元年度訓練用機器等整備（国家技能検定受験
対策ユニット）の調達（岐阜職業能力開発促進セン
ター）

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6日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 1,247,400 -

フルカラー複合機の購入及び保守業務（岐阜職業
能力開発促進センター）

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26日 （株）中川 5200001020880
代表取締役　中川　晃志
岐阜県多治見市宝町３－
９７

一般競争入札 - 1,168,750 -

複数年契約 R1.12.26～R7.1.30
2年目以降契約総額 2,631,750円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ印刷　0.65円/枚 
カラー印刷　6.30円/枚 

タッチパネル操作ユニットの調達（岐阜職業能力開
発促進センター）

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26日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
者２－２０３本郷ビル５階

一般競争入札 - 2,959,000 -

シーケンストレーニング装置の調達（岐阜職業能力
開発促進センター）

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2年1月22日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 2,909,500 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

溶接機用備品等一式（岐阜職業能力開発促進セン
ター）

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2年2月26日 （株）愛岐酸素 9200001028326
代表取締役　白金　秀樹
岐阜県瑞浪市稲津町小里
１７３２－１

一般競争入札 - 1,188,000 -

平成３１・３２年度ＬＰガスの供給（東海能開大）

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

平成31年4月1日 新日本ガス（株） 8200001002505
代表取締役　髙井　孝訓
岐阜県岐阜市則武東３－
１５－７

一般競争入札 - 2,717,371 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,717,370円
予定調達総額（単価契約）
ＬＰガス　225.72円/㎥ 

平成３１・３２・３３年度電子複写機の賃貸借及び保
守業務（東海能開大）

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

平成31年4月1日 （株）好文堂本店 7200001015986

代表取締役　久保田　雅
彦
岐阜県揖斐郡揖斐川町三
輪１１８８

一般競争入札 - 815,184 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,630,368円
予定調達総額（単価契約）
コピー　2.00円/枚

平成３１年度訓練用機器等（ビジョンセンサーシステ
ム）の調達（東海能開大）

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1年5月24日 下野機械（株） 1200001002544
代表取締役　下野　祐輔
岐阜県岐阜市戎町４－１４

一般競争入札 - 1,834,920 -

令和元年度訓練用機器等（マイコンプログラム開発
用パソコン）の調達（東海能開大）

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1年5月30日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア７階

一般競争入札 - 3,888,000 -

令和元年度施設設備現況調査業務（東海能開大）

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1年6月6日 （株）熊谷設計 1200001023227
代表取締役　稲垣　達也
岐阜県多治見市上野町１
－２６

一般競争入札 - 1,620,000 -

令和元年度訓練用機器等（制御系実習装置）の調
達（東海能開大）

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1年6月11日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア７階

一般競争入札 - 11,880,000 -

令和元年度訓練用機器等（制御工学実習システム）
の調達（東海能開大）

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1年6月18日 田中無線電機（株） 1010001022479

代表取締役社長　小池
一義
東京都千代田区外神田３
－１３－７

一般競争入札 - 2,133,648 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

令和元年度訓練用機器等（四爪単動チャック一式）
の調達（東海能開大）

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1年6月21日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 1,834,800 -

令和元年度訓練用機器等整備（ＦＡネットワーク実
習システム）の調達（東海能開大）

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1年7月5日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 2,689,200 -

令和元年度訓練用機器等整備（有接点シーケンス
制御実習システム）の調達（東海能開大）

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1年7月10日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 9,669,000 -

学生寮厨房スチームコンベクションオーブンの購入
及び設置等業務（東海能開大）

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1年7月12日
タニコー（株）岐阜営
業所

2010701005897
所長　宮　弘光
岐阜県岐阜市茜部寺屋敷
２丁目３番地

一般競争入札 - 928,800 -

令和元年度訓練用機器等（シーケンサ実習装置一
式）の調達

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1年10月18日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 5,462,600 -

令和元年度訓練用機器等整備（垂直多関節型ロ
ボット）の調達（東海能開大）

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1年10月25日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 2,079,000 -

令和元年度訓練用機器等整備（シーケンス作業実
習装置）の調達（東海能開大）

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1年12月4日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 1,647,800 -

令和元年度訓練用機器等（ノートパソン３１台）の調
達（東海能開大）

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1年12月23日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア７階

一般競争入札 - 11,770,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

基板加工機の購入（東海能開大）

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1年12月26日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア７階

一般競争入札 - 11,605,000 -

絶縁型デジタルオシロスコープの購入（東海能開
大）

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1年12月26日 穂高電子（株） 4020001010554
代表者　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２丁目１２番地１２

一般競争入札 - 5,077,600 -

スイッチングＨＵＢの購入（東海能開大）

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8日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア７階

一般競争入札 - 1,320,000 -

第２４回ポリテックビジョンに係る会場設営等業務一
式（東海能開大）

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22日 （株）モダン装美 8180301019458
代表取締役　福岡　秀樹
愛知県豊田市広川町５－
１０７

一般競争入札 - 1,567,500 -

令和元年度訓練用機器等（開発用パソコンの購入
及び構築一式）の調達（東海能開大）

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23日 （株）サンエス 8180001036191
代表取締役　原田　昌彦
愛知県名古屋市西区中小
田井５丁目３８２番地

一般競争入札 - 6,215,000 -

令和元年度訓練用機器等（訓練支援マルチメディア
装置）の調達（東海能開大）

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23日 （株）亀太 3200001008003

代表取締役社長　橋本
尚史
岐阜県岐阜市柳津町流通
センター１－９－４

一般競争入札 - 2,191,200 -

令和３年度専門課程学生試験募集要項（４種）の作
成（東海能開大）

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3月26日 （株）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
岐阜県岐阜市北一色８－
７－２８

一般競争入札 - 1,602,700 -

警備業務（人的警備）２０１９～２０２１年度（静岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

平成31年4月1日
東海安全警備保障
（株）

6080001003443
代表取締役　塩澤　英子
静岡県静岡市駿河区高松
２－５－３５

一般競争入札 - 4,482,594 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 8,965,188円
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商号又は名称

除草及び樹木剪定等業務（静岡職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

平成31年4月1日 （株）西野造園 6080001003947
代表取締役　西野　元
静岡県静岡市駿河区八幡
４－１－１５

一般競争入札 - 2,160,000 -

平成３１～３２年度清掃業務（静岡職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

平成31年4月1日 （株）静掃舎 4080001010945
代表取締役　福本　英司
静岡県静岡市葵区長沼３
丁目８－２９

一般競争入札（総
合評価）

- 5,259,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,259,600円

訓練用機器（リップソー１台）の購入（静岡職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年6月21日 （株）中根屋機工 4080001003882
代表取締役　内藤　聡
静岡県静岡市駿河区登呂
４－２６－１３

一般競争入札 - 5,775,000 -

訓練用機器（パネルソー一式）の購入（静岡職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年7月1日 （株）中根屋機工 4080001003882
代表取締役　内藤　聡
静岡県静岡市駿河区登呂
４－２６－１３

一般競争入札 - 3,348,400 -

訓練用機器（実習用高圧受電設備一式）の購入（静
岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年7月1日 浜松機材（株） 5080401004050
代表取締役　杉野　泰治
静岡県浜松市中区高林５
－３－２８

一般競争入札 - 8,217,000 -

訓練用機器（実体顕微鏡一式）の購入（静岡職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年7月1日 協立電機（株） 6080001001232
代表取締役　西　信之
静岡県静岡市駿河区中田
本町６１－１

一般競争入札 - 1,207,818 -

訓練用機器（プリント基板加工システム一式）の購
入（静岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年7月8日 協立電機（株） 6080001001232
代表取締役　西　信之
静岡県静岡市駿河区中田
本町６１－１

一般競争入札 - 2,531,952 -

令和元年度第３四半期開講分能力開発セミナー
リーフレットの印刷・発送業務（静岡職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年7月8日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　服部
昭三
愛知県名古屋市中区栄１
－２３－２０

一般競争入札 - 901,584 -
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訓練用機器（浮上油回収装置２式）の購入（静岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年9月20日 （株）中根屋機工 4080001003882
代表取締役　内藤　聡
静岡県静岡市駿河区登呂
４－２６－１３

一般競争入札 - 1,022,780 -

訓練用機器（電工板）修理作業一式（静岡職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年10月1日 （株）中根屋機工 4080001003882
代表取締役　内藤　聡
静岡県静岡市駿河区登呂
４－２６－１３

一般競争入札 - 1,263,900 -

令和２年度能力開発セミナー受講者募集パンフレッ
トの作成等業務（静岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年11月15日 サンメッセ（株） 9200001013658
代表取締役　伊藤　均
岐阜県大垣市久瀬川町７
－５－１

一般競争入札 - 1,848,000 -

令和２年度離職者訓練募集パンフレット及びリーフ
レットの作成等業務（静岡職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年11月15日
（株）エムクリエイショ
ン

1010701001716

代表取締役社長　酒井
光弘
東京都品川区平塚２－６
－１３マツモトスバルビル５
Ｆ

一般競争入札 - 1,650,000 -

訓練用機器（旋盤３台）の移設（静岡職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年11月15日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 4,488,000 -

訓練用機器（インバータ装置一式）の整備（静岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
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

令和1年12月17日 （株）中根屋機工 4080001003882
代表取締役　内藤　聡
静岡県静岡市駿河区登呂
４－２６－１３

一般競争入札 - 1,106,567 -

令和２年度第２四半期開講分能力開発セミナーリー
フレットの印刷・送付業務（静岡職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
畑　英明 
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

令和2年3月18日 新日本法規出版（株） 5180001036822
代表取締役　星　謙一郎
愛知県名古屋市中区栄１
－２３－２０

一般競争入札 - 923,450 -

２０１９・２０２０年度学生寮管理業務（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成31年4月1日 （株）ルート・ワン 8180001057568
代表取締役　篠崎　雄基
愛知県名古屋市中区千代
田５－６－５

一般競争入札 - 7,776,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 7,776,000円
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平成３１年度樹木剪定及び草刈り作業（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

平成31年4月1日 （株）美化興業 3080401004498
代表取締役　久田　五海
静岡県浜松市中区幸１－
１２－１３

一般競争入札 - 3,672,000 -

２０２１年度生用学校案内パンフレットの制作（浜松
短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年5月28日 東海電子印刷（株） 7080401003430
代表取締役　伊藤　均
静岡県浜松市南区若林町
８８８－１２２

一般競争入札 - 1,617,000 -

訓練用機器（ＭＰＳユニットＰＬＣ変更一式）の整備
（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年6月28日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 9,207,000 -

訓練用機器（インバータ実習装置一式）の購入（浜
松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年6月28日 浜松機材（株） 5080401004050
代表取締役　杉野　泰治
静岡県浜松市中区高林５
－３－２８

一般競争入札 - 6,270,000 -

訓練用機器（三次元測定機制御部）一部更新作業
一式（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年7月16日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

一般競争入札 - 1,644,500 -

訓練用機器（フライス盤制御ボックス）交換作業一
式（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年7月16日 浜松機材（株） 5080401004050
代表取締役　杉野　泰治
静岡県浜松市中区高林５
－３－２８

一般競争入札 - 4,312,000 -

電話設備更新作業一式（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年8月9日 電通システム（株） 8080401003330
代表取締役　木下　敏彦
静岡県浜松市南区三島町
１０４－１

一般競争入札 - 1,468,500 -

訓練用機器（デジタルオシロスコープ１７台）の購入
（浜松短大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和1年12月13日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

一般競争入札 - 5,825,050 -
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訓練用教材（外側マイクロメータ外）の購入（浜松短
大）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和2年2月3日 （株）塩見商店 5130001030144
代表取締役　塩見　和彦
京都府長岡京市神足雲宮

一般競争入札 - 2,030,325 -

２０１９年度プリンタートナー等の購入（愛知支部・中
部職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
青田　光紀 
愛知支部 
愛知県小牧市下末１６３６－２

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田六
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 5,643,000 -

予定調達総額（単価契約）
大容量トナーカートリッジ　20,000.00円/
本 
ドラムカートリッジ　22,000.00円/本 
トナー回収ボトル　18,000.00円/本

２０１９年度コンプレッサのレンタル及び設置等（中
部職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 アカツキ電装（株） 2180301013623

代表取締役社長　水野
啓介
愛知県刈谷市野田町新田
４４番地１

一般競争入札 - 1,825,200 -

２０１９～２０２１年度設備保守管理業務（中部職業
能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
太平ビルサービス
（株）名古屋支店

2011101012138

常務取締役支店長　田中
裕二
愛知県名古屋市中区栄５
丁目１番３２号

一般競争入札 - 10,614,240 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 21,228,480円

２０１９～２０２１年度植栽等管理業務（中部職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）宣光 7180001055556
代表取締役　佐藤　安則
愛知県北名古屋市九之坪
長堀５２番地２

一般競争入札 - 3,214,080 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,428,160円

２０１９～２０２１年度空調用自動制御装置保守料
（中部職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
ジョンソンコントロー
ルズ（株）名古屋支店

8011001046081

代表取締役　マーク・カト
ラー
東京都渋谷区笹塚１－５０
－１　笹塚ＮＡビル

一般競争入札 - 4,017,600 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 8,035,200円

パッケージエアコン等の保守点検業務（中部職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）中部技術サービ
ス

3180301006254
代表取締役　朝倉　良浩
愛知県豊橋市神野新田町
字トノ割２８番地

一般競争入札 - 864,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,728,000円

２０１９～２０２１年度昇降機設備の保守点検業務
（中部職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
エス・イー・シーエレ
ベーター（株）

6010501005788

名古屋支店長　高橋　朋
義
愛知県名古屋市中区錦１
丁目１８－２２

一般競争入札 - 388,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 777,600円
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２０１９～２０２１年度警備業務委託料（中部職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 三重警備保障（株） 4190001011783
代表取締役　小濱　照明
三重県松阪市内五曲町２
２番地

一般競争入札 - 3,765,663 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 7,531,326円

２０１９～２０２１年度港湾労働分所警備業務（中部
職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 三重警備保障（株） 4190001011783
代表取締役　小濱　照明
三重県松阪市内五曲町２
２番地

一般競争入札 - 2,981,664 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,963,328円
警備業務　1,026.00円/時間 

２０１９年度研修棟管理業務（中部職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日
（株）穴吹ハウジング
サービス

5470001000435

代表取締役社長　新宮
章弘
香川県高松市紺屋町３番
地６

一般競争入札 - 8,035,200 -

２０１９～２０２１年度施設清掃業務（中部職業能力
開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）静掃舎 4080001010945
代表取締役　福本　英司
静岡県静岡市葵区長沼３
－８－２９

一般競争入札（総
合評価）

- 12,636,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 25,272,000円

訓練用インターネット回線の調達及び保守（中部職
業能力開発促進センター）

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6月26日
中部テレコミュニケー
ション（株）

6180001038116

代表取締役社長　宮倉
康彰
愛知県名古屋市中区錦一
丁目１０番１号

一般競争入札 - 651,240 -
複数年契約 R1.7.1～R3.6.30
2年目以降契約総額 1,085,400円

訓練用機器（ロジックアナライザ）の購入（中部職業
能力開発促進センター）

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6月28日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２丁目１２番地１２

一般競争入札 - 7,377,480 -

空調機の更新整備（中部職業能力開発促進セン
ター）

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7月5日
太平ビルサービス
（株）名古屋支店

2011101012138

常務取締役支店長　田中
裕二
愛知県名古屋市中区栄５
丁目１番３２号

一般競争入札 - 1,512,000 -

訓練用機器（タッチパネルシステム）の購入（中部職
業能力開発促進センター）

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7月17日 （株）サンエス 8180001036191
代表取締役　原田　昌彦
愛知県名古屋市西区中小
田井５－３８２

一般競争入札 - 12,710,520 -
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訓練用機器（空気圧制御実習装置）の購入（中部職
業能力開発促進センター）

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7月26日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３　本郷ビル５階

一般競争入札 - 8,618,400 -

訓練用機器（フォークリフト）の購入（名古屋港湾労
働分所）

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6日
コマツカスタマーサ
ポート（株）名古屋支
店

7021001015409
支店長　道下　康弘
愛知県名古屋市港区川園
二丁目８７番

一般競争入札 - 5,786,000 -

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）アーク溶接シミュレー
タ）の購入（中部職業能力開発促進センター）

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）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区麹町３－
１２アネックス麹町６階

一般競争入札 - 6,864,000 -

訓練用機器（位置決め制御実習装置）の購入（中部
職業能力開発促進センター）

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23日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３　本郷ビル５階

一般競争入札 - 3,844,500 -

訓練用機器（制御実習訓練用パソコン）の購入（中
部職業能力開発促進センター）

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30日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 8,690,000 -

訓練用機器（ＡＩ・ＲＰＡ開発システム）の購入（中部
職業能力開発促進センター）

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9月10日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 5,775,000 -

フォークリフト・クレーン実習場高圧受電設備修繕
（名古屋港湾労働分所）

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11月5日 丸正電機工業（株） 5180001007427
代表取締役　藤野　周元
愛知県名古屋市港区辰巳
町２４番１４号

一般競争入札 - 2,585,000 -

「名古屋市営地下鉄つり革広告」等の５媒体に係る
広告調達（中部職業能力開発促進センター）

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11月15日
（株）デイリー・イン
フォメーション中部

5180001072611
代表取締役　新井　克洋
愛知県名古屋市中区錦１
－２０－１２

一般競争入札 - 4,380,420 -
複数年契約 R2.3.1～R3.2.28
2年目以降契約総額 60,500円
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訓練用機器（バンドソーマシン）の購入（中部職業能
力開発促進センター）

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11月19日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３本郷ビル５階

一般競争入札 - 2,473,900 -

訓練用ソフトウェア（住宅性能診断ソフト（ホームズ
君）の調達）（中部職業能力開発促進センター）

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11月28日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 4,180,000 -

重量電動シャッター修繕（名古屋港湾労働分所）

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11月28日
文化シヤッターサー
ビス（株）中部サービ
ス支店

3010001088964
支店長　諏訪　浩
愛知県名古屋市天白区元
八事３－４６

一般競争入札 - 7,414,000 -

複合機の購入及び令和２～６年複合機の保守業務
（名古屋港湾労働分所）

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11月29日
富士ゼロックス愛知
（株）

9180001033519
代表取締役　安岡　克明
愛知県名古屋市中区栄一
丁目１２番１７号

一般競争入札 - 1,565,190 -

複数年契約 R1.11.29～R6.12.31
2年目以降契約総額 2,464,110円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　1.00円/枚 
カラー　10.00円/枚 

令和２年度能力開発セミナーガイドの印刷及び発送
（中部職業能力開発促進センター）

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11月29日 （株）もとすいんさつ 1200001027500
代表取締役　小澤　行司
岐阜県瑞穂市居倉３２４番
地

一般競争入札 - 3,157,000 -

ビジネスシステムフォンの更新業務（名古屋港湾労
働分所）

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11日 （株）ニード 3180001054941
代表取締役　林　求
愛知県名古屋市名東区小
井堀町４０３番地

一般競争入札 - 990,000 -

訓練用什器（テーブル及び椅子）の調達（名古屋港
湾労働分所）

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20日 （株）栗田商会 4180001028044
代表取締役　栗田　武明
愛知県名古屋市中区上前
津２－１１－１

一般競争入札 - 1,360,755 -

建築ＣＡＤソフトウェアの購入（中部職業能力開発促
進センター）

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15日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 7,150,000 -
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「電気機器組立て実習盤」外２種の購入（中部職業
能力開発促進センター）

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20日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

一般競争入札 - 1,864,500 -

訓練用機器（交流アーク溶接機）の購入（中部職業
能力開発促進センター）

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2月6日
扶桑産業（株）名古屋
支店

5120001059688

取締役名古屋支店長　前
門　俊博
愛知県名古屋市北区辻本
通１－４７－１

一般競争入札 - 1,595,000 -

訓練用機器（プロジェクター）の購入（中部職業能力
開発促進センター）

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2月7日

リコージャパン（株）販
売事業本部　中部Ｍ
Ａ事業部　公共営業
部

1010001110829
部長　鴇田　延彦
愛知県名古屋市西区牛島
町６－１

一般競争入札 - 1,988,800 -

訓練用機器（携帯用交流電流計・電圧計）の購入
（三重職業能力開発促進センター）

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7月16日 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 8010601034867

中部支社支社長　菅井
透
東京都江東区豊洲５－６
－１５

一般競争入札 - 1,591,920 -

訓練用機器（空冷式エアコン及び工具等）の購入
（三重職業能力開発促進センター）

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3日 （株）カメカワ 9150001012566
代表取締役　亀川　法生
奈良県香芝市北今市４丁
目２４５番地の１

一般競争入札 - 1,287,000 -

耐火キャビネット等什器の購入・設置等業務（三重
職業能力開発促進センター）

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10月24日 （株）イトウ総業 7190001014313
代表取締役　伊藤　輝文
三重県四日市市小古曽東
二丁目３番１３号

一般競争入札 - 1,683,000 -

カラー複写機２台の保守業務（三重職業能力開発
促進センター）

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10月25日 三重リコピー（株） 5190001001131
代表取締役　松田　幸久
三重県津市あのつ台４丁
目６－３

一般競争入札 - 458,501 -

複数年契約 R1.12.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,261,828円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.80円/枚 
カラー　5.00円/枚 

支障木伐採・枝払い業務（三重職業能力開発促進
センター）

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2年1月15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１１５８－１

一般競争入札 - 1,760,000 -
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プリンター用インクトナー等購入業務（伊勢訓練セン
ター）

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

平成31年4月1日 （株）林商店 4190001000869
代表取締役　村山　透
三重県津市あのつ台４丁
目６－３

一般競争入札 - 1,466,640 -

予定調達総額（単価契約）
ＲＩＳＯ　ＥＸインクＦブラック　33,000.00円
/本（税別） 
ＲＩＳＯ　ＥＸインクＦシアン　35,000.00円/
本（税別） 
ＲＩＳＯ　ＥＸインクＦマゼンタ　35,000.00円
/本（税別）

平成３１・３２年度清掃委託業務（伊勢訓練センター）

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

平成31年4月1日 タカノ商事（株） 7190001000585
代表取締役　赤塚　高之
三重県津市丸之内２４番１
６号

一般競争入札（総
合評価）

- 4,565,063 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,615,801円
予定調達総額（単価契約）
清掃業務　1,740.00円/時間（税別） 

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（伊勢訓練センター）

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5月24日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地

一般競争入札 - 6,153,840 -

溶接機の購入及び設置業務（伊勢訓練センター）

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6月17日 名古屋酸素（株） 1180001007067

代表取締役社長　飯田
哲郎
愛知県名古屋市港区小碓
１丁目１２番地

一般競争入札 - 2,391,120 -

ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システムの購入及び
設置業務（伊勢訓練センター）

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13日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 7,810,000 -

スポット溶接機の購入及び設置業務（伊勢訓練セン
ター）

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20日 名古屋酸素（株） 1180001007067

代表取締役社長　飯田
哲郎
愛知県名古屋市港区小碓
１丁目１２番地

一般競争入札 - 4,675,000 -

制御用パソコンシステムの購入及び設置等業務（伊
勢訓練センター）

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24日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区５番町１２
番地

一般競争入札 - 4,389,000 -

机及びイス一式の購入業務（伊勢訓練センター）

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2年1月9日 （有）ハクシン 5190002009454
代表取締役　奥田　章二
三重県伊勢市上地町２６９
１番地２１

一般競争入札 - 2,640,000 -
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施設警備業務（滋賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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31年4月1日
（株）テクノス総合メン
テナンスサービス

8160001013671
代表取締役　権田　五雄
滋賀県草津市若竹町８番
３８号

一般競争入札 - 2,738,448 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,476,896円

令和元年度植栽管理業務（滋賀職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年5月13日
奈良県緑化土木協同
組合

1150005000855
代表理事　野島　岩雄
奈良県奈良市東紀寺町２
丁目８－８

一般競争入札 - 741,340 -

訓練用機器（ファンクションジェネレータ）の購入（滋
賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年5月31日 国華電機（株） 9120001063785
代表取締役　石上　武
大阪府大阪市北区天満１
－６－１４

一般競争入札 - 1,698,624 -

エアコンの購入及び取替業務（滋賀職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年7月5日 （株）関西空調 5130001002283
代表取締役　杉本　誠
京都府京都市右京区梅津
堤下町７

一般競争入札 - 2,727,000 -

訓練用機器（ＡＲ溶接技能訓練システム）の購入（滋
賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年8月27日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753

代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２　エマタナカビル３
Ｆ

一般競争入札 - 7,480,000 -

訓練用機器（コンプレッサ）の購入（滋賀職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年12月20日 富田商工（株） 2120901009778
代表取締役　富田　大輔
大阪府摂津市鳥飼中３－
７－２２

一般競争入札 - 4,262,500 -

訓練用機器（ＰＬＣ制御実習装置）の購入（滋賀職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年12月26日 （株）立花エレテック 2120001049007
代表取締役　渡邊　武雄
大阪府大阪市西区西本町
１－１３－２５

一般競争入札 - 2,640,000 -

訓練用機器（金属顕微鏡一式）の購入（滋賀職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
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

令和1年12月27日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 2,629,000 -
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２０１９年度前期分冷暖房用灯油の購入（単価契約）
（滋賀短大）

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

平成31年4月1日 中島商事（株） 7160001010091
代表取締役　中島　智久
滋賀県東近江市宮荘町６
１－５

一般競争入札 - 2,180,520 -
予定調達総額（単価契約）
１号灯油（ＪＩＳ適合品）　67.30円/Ｌ 

２０１９～２０２１年度警備業務（滋賀短大）

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

平成31年4月1日
（株）テクノス総合メン
テナンスサービス

8160001013671
代表取締役　権田　五雄
滋賀県草津市若竹町８番
３８号

一般競争入札 - 2,736,720 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,473,440円

平成３１年度緑地管理業務（滋賀短大）

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

平成31年4月1日 （株）吉田造園 1160001002078
代表取締役　吉田　茂
滋賀県大津市坂本１丁目
１１番４０号

一般競争入札 - 3,121,200 -

平成３１～平成３３年度年度清掃業務（滋賀短大）

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

平成31年4月1日
（株）ナショナルメンテ
ナンス

9160001008547
代表取締役　西田　克己
滋賀県彦根市犬方町７９０
番

一般競争入札（総
合評価）

- 2,916,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,832,000円

令和元年度後期分冷暖房用灯油の購入（単価契
約）（滋賀短大）

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 シューワ（株） 1120101003418
代表取締役　矢野　秀和
大阪府堺市中区陶器北２
４４－５

一般競争入札 - 2,614,260 -
予定調達総額（単価契約）
１号灯油（ＪＩＳ適合品）　76.89円/Ｌ 

訓練用機器（金属顕微鏡システム一式）の購入（滋
賀短大）

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2年1月8日 新川電機（株） 4240001004583

代表取締役社長　新川
文登
広島県広島市中区三川町
１０番９号

一般競争入札 - 4,730,000 -

平成３１年度・３２年度施設清掃業務（京都職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日 （株）ケィティワイ 6120001169453
代表取締役　岸田　智也
大阪府大阪市淀川区野中
北一丁目３番１０号

一般競争入札 - 2,932,740 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,932,740円

２０１９・２０２０・２０２１年度定期健康診断業務（京都
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日
一般財団法人京都予
防医学センター

5130005002973
会長　森　洋一
京都府京都市中京区西ノ
京左馬寮町２８番地

一般競争入札 - 1,574,208 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,148,416円
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２０１９・２０２０・２０２１年度受電設備保安管理業務
（京都職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日 近建ビル管理（株） 6130001006291

代表取締役社長　浅田
華美
京都府京都市左京区聖護
院蓮華蔵町３１番地

一般競争入札 - 427,680 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 855,360円

平成３１・３２・３３年度施設警備業務（京都職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日 三洋警備保障（株） 4130001014569
代表取締役　福本　熙良
京都府京都市伏見区竹田
久保町９－１

一般競争入札 - 2,728,280 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,456,562円

平成３１年度荷物（宅配便・メール便）運送業務（京
都支部）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日 日本郵便（株） 1010001112577
局長　竹島　公範
京都府向日市上植野馬立
６－１

一般競争入札 - 1,200,150 -

２０１９年度訓練用ネットワーク装置に係る保守及び
サポート業務（京都職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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31年4月1日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924
代表取締役　團　博己
東京都港区三田一丁目４
番２８号

一般競争入札 - 3,067,200 -

本館女子更衣室等改修作業（京都職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年6月27日 （株）浦田建装 5130001016630
代表取締役　浦田　篤人
京都府京都市下京区西七
条東石ヶ坪町３

一般競争入札 - 5,994,000 -

デジタルフルカラー複合機（１台）の購入及び保守業
務（京都職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年8月21日 （株）三井田商事 5130001015772
代表取締役　井上　智之
京都府京都市伏見区竹田
西内畑町１９

一般競争入札 - 1,129,930 -

本館トイレ改修作業（京都職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年8月30日 （株）浦田建装 5130001016630
代表取締役　浦田　篤人
京都府京都市下京区西七
条東石ヶ坪町３

一般競争入札 - 4,004,000 -

令和１・２・３年度都市ガス需給契約（京都職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年9月20日 大阪ガス（株） 3210001077601

都市エネルギー第２営業
部長　岡本　健太郎
大阪府大阪市中央区道修
町３丁目５番１１号

一般競争入札 - 1,250,176 -

複数年契約 R1.10.11～R4.10.10
2年目以降契約総額 9,607,259円
予定調達総額（単価契約）
都市ガス　96.31円/㎥
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空調設備更新に係る改修計画作成補助業務一式
（京都職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年10月31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丁目２２番地

一般競争入札 - 2,090,000 -

電話交換機及び多機能電話機更新業務（京都職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年11月21日 大和電設工業（株） 4130001011095

代表取締役社長　栩谷
晴雄
京都府京都市南区吉祥院
池ノ内町８３

一般競争入札 - 5,148,000 -

訓練用機器（電気制御設計科ノートパソコン）一式
の購入（京都職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年12月13日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１丁目１８－２７－１０１

一般競争入札 - 3,183,400 -

訓練用機器（ケーブルアナライザ）一式の購入（京都
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和1年12月13日
エス・ネットワーク
（株）

9120001101693
代表取締役　安福　明夫
大阪府大阪市淀川区西中
島７丁目８番１７号

一般競争入札 - 1,730,300 -

普通旋盤（２台）移設等作業（京都職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
安井　徹雄 
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

令和2年1月17日 （株）マツオ 2130001011700
代表取締役　松尾　吉起
京都府京都市南区上鳥羽
尻切町１５－４

一般競争入札 - 1,694,000 -

平成３１・３２年度人的警備業務（京都短大）

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

平成31年4月1日 三洋警備保障（株） 4130001014569
代表取締役　福本　熙良
京都府京都市伏見区竹田
久保町９－１

一般競争入札 - 2,989,224 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,989,224円
予定調達総額（単価契約）
平日警備　1,400.00円/時間 
土・日・祝日警備　1,890.00円/時間 

平成３１・３２年度学生寮管理業務（京都短大）

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

平成31年4月1日
協栄設備サービス
（株）

7130001041726
代表取締役　丸岡　英枝
京都府綾部市渕垣町久田
１４番地の１

一般競争入札 - 5,670,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,670,000円

２０１９・２０２０年度清掃業務（京都短大）

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

平成31年4月1日
協栄設備サービス
（株）

7130001041726
代表取締役　丸岡　英枝
京都府綾部市渕垣町久田
１４番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 5,774,760 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,774,760円
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学生寮女子浴槽循環濾過装置修繕交換作業（京都
短大）

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

令和1年9月18日 （株）丹和 5130001043484

代表取締役社長　谷口
洋史
京都府舞鶴市字宮津口５
１番地

一般競争入札 - 2,739,000 -

６・１０号館軒天改修作業一式（京都短大）

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

令和2年1月10日 （株）坂根工務店 8130001043408
代表取締役　坂根　功一
京都府舞鶴市字森１８４番
地の３

一般競争入札 - 1,430,000 -

６３３・６３４室タイルカーペット張替作業一式（京都短
大）

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

令和2年1月10日 舞鶴文具（株） 1130001043686
代表取締役　土田　博幸
京都府舞鶴市清道３４１－
１

一般競争入札 - 1,118,942 -

既設照明ＬＥＤ管交換作業一式（京都短大）

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

令和2年1月10日 舞鶴文具（株） 1130001043686
代表取締役　土田　博幸
京都府舞鶴市清道３４１－
１

一般競争入札 - 1,259,588 -

２０１９～２０２１年度定期健康診断業務（単価契約）
（大阪支部）

契約担当役支部長 
古内　忍 
大阪支部 
大阪府摂津市三島１－２－１

平成31年4月1日 （医）愛悠会 5120005014994
理事長　片岡　洋祐
大阪府門真市殿島町６－
４

一般競争入札 - 3,326,486 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,652,973円
予定調達総額（単価契約）
定期健康診断　4,320.00円/人 
眼底検査　648.00円/人 
胃ＡＢＣ健診　2,052.00円/人　ほか

令和元年度生涯現役社会の実現に向けたシンポジ
ウムにおける会場設営等業務ほか一式（大阪支部）

契約担当役支部長 
古内　忍 
大阪支部 
大阪府摂津市三島１－２－１

令和1年7月2日 （株）産業経済新聞社 4010001017427
代表取締役　飯塚　浩彦
東京都千代田区大手町１
－７－２

一般競争入札 - 2,640,000 -

支援用ノートパソコン１４台外の購入及び設定作業
等（大阪障害者職業センター）

契約担当役支部長 
古内　忍 
大阪障害者職業センター 
大阪府大阪市中央区久太郎町２－４－
１１クラボウアネックスビル４階

令和2年2月6日 （株）堀通信 9130001041286
代表取締役　堀　智章
京都府福知山市字天田３
９１番地の乙

一般競争入札 - 1,782,000 -

平成３１・３２・３３年度施設警備等業務（関西職業能
力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
毎美エンジニアリング
（株）

1120001036427
代表取締役　堂田　昭
大阪府大阪市福島区海老
江５丁目４番５号

一般競争入札 - 6,834,240 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 13,668,480円



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

２０１９・２０２０年度構内緑地帯維持管理業務（関西
職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 アイサービス
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　松下　洋一
大阪府堺市柳之町西１丁
１－２４

一般競争入札 - 1,074,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,074,600円

２０１９年度清掃委託業務（関西職業能力開発促進
センター）

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

平成31年4月1日 ダイセイ美建（株） 7120001024186
代表取締役　太田　周平
大阪府大阪市天王寺区悲
田院町８番１１号

一般競争入札 - 3,952,800 -

訓練用機器（カッティングマシーン一式）の購入（関
西職業能力開発促進センター）

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6月17日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 1,976,400 -

訓練用機器（ＵＶプリンタ一式）の購入（関西職業能
力開発促進センター）

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6月17日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 3,099,600 -

訓練用備品（パソコンデスク２０台他一式）の購入
（関西職業能力開発促進センター）

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7月2日 （株）トヨタシステムズ 4180001017641
代表取締役　北沢　宏明
愛知県名古屋市東区泉１
丁目２３番２２号

一般競争入札 - 1,383,480 -

訓練用備品（ＣＡＤシステム一式）の購入（関西職業
能力開発促進センター）

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7月2日
（株）大塚商会ＬＡ関
西営業部

1010001012983

ＬＡ関西営業部長　南　英
和
大阪府大阪市福島区福島
６丁目１４番１号

一般競争入札 - 10,130,400 -

訓練用機器（データ設定機１１式）の購入（関西職業
能力開発促進センター）

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7月18日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１丁目１８番２７号

一般競争入札 - 2,857,800 -

訓練用機器（真円度・円筒形状測定機１台）の購入
（関西職業能力開発促進センター）

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7月24日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０江戸堀グロウ
スビル７Ｆ

一般競争入札 - 9,119,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（シーケンス制御用パソコン２２台）の購
入（関西職業能力開発促進センター）

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7月24日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043
代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 9,124,500 -

訓練用機器（空調機器一式）の購入（関西職業能力
開発促進センター）

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8月6日 藤井機工（株） 2120001016097
代表取締役　藤井　一
大阪府大阪市城東区諏訪
３－１－１３

一般競争入札 - 3,690,500 -

訓練用備品（ミーティングデスク１５台外）の購入（関
西職業能力開発促進センター）

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9月20日
（株）ウチダシステム
ズ大阪支社

8010001130341
支社長　仲村　敏雅
大阪府大阪市中央区大手
前１－７－３１

一般競争入札 - 4,398,680 -

訓練用機器（ＰＬＣ制御実習装置）の購入（関西職業
能力開発促進センター）

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10月18日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１丁目１８番２７号

一般競争入札 - 6,597,800 -

訓練用機器（画像処理システム）の購入（関西職業
能力開発促進センター）

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10月18日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１丁目１８番２７号

一般競争入札 - 14,905,000 -

「２０２０能力開発セミナーコースガイド」作成及び発
送業務（関西職業能力開発促進センター）

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22日 （株）トゥユー 7120901000039
代表取締役　赤井　ムツヱ
大阪府茨木市横江１丁目
１４番５号

一般競争入札 - 3,777,021 -

公用車（軽乗用車）の交換購入（関西職業能力開発
促進センター）

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22日
西日本三菱自動車販
売（株）

2120001054915
取締役社長　深澤　潔
大阪府大阪市淀川区新高
１丁目４番１０号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,612,052 -

事務用機器（複写機１台）の購入及び保守業務（大
阪港湾労働分所）

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12月24日
（株）日興商会大阪北
支店

1140001050558
支店長　植田　眞
大阪府吹田市江坂町２－
１２－７

一般競争入札 - 1,050,280 -

複数年契約 R1.12.24～R7.3.31
2年目以降契約総額 311,520円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.80円/枚 
フルカラー　8.00円/枚 



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用備品（熱処理炉一式）の購入（関西職業能力
開発促進センター）

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2年1月10日 富田商工（株） 2120901009778
代表取締役　富田　大輔
大阪府摂津市鳥飼中３丁
目７番２２号

一般競争入札 - 3,152,600 -

訓練用機器（インバータ及び関連機器）の購入（関
西職業能力開発促進センター）

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2年1月10日 富田商工（株） 2120901009778
代表取締役　富田　大輔
大阪府摂津市鳥飼中３丁
目７番２２号

一般競争入札 - 1,636,800 -

訓練用機器（金属顕微鏡一式）の購入（関西職業能
力開発促進センター）

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2年1月10日 富田商工（株） 2120901009778
代表取締役　富田　大輔
大阪府摂津市鳥飼中３丁
目７番２２号

一般競争入札 - 4,493,500 -

２０１９・２０２０年度建物管理業務（近畿職開大）

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

平成31年4月1日
サンコービルサービ
ス（株）

2120101038792
代表取締役　竹田　政美
大阪府岸和田市小松里町
２１８９番地

一般競争入札 - 6,847,200 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,847,200円

２０１９～２０２１度学生健康診断業務（近畿能開大）

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

平成31年4月1日 （医）緑地会 8120005008374
理事長　松浦　敏文
大阪府大阪市鶴見区緑３
丁目２番１５号

一般競争入札 - 1,283,040 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,566,080円
予定調達総額（単価契約）
健康診断　2,916.00円/人 

２０１９～２０２１年度施設警備業務（近畿能開大）

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

平成31年4月1日 （株）りんくう北中 5120101040317
代表取締役　菊川　勇
大阪府泉佐野市下瓦屋５
丁目２番８号

一般競争入札 - 2,581,740 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,163,480円
予定調達総額（単価契約）
平日　1,512.00円/時間 
土曜、日曜及び祝日　1,890.00円/時間 

２０１９年度産業廃棄物収集運搬処理（近畿能開大）

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

平成31年4月1日 ホームケルン（株） 7130001033070
代表取締役　国本　武命
京都府宇治市伊勢田町名
木３丁目１番地の５７

一般競争入札 - 1,996,920 -

予定調達総額（単価契約）
廃プラスチック・金属くず・ゴムくず等
8,100.00円/㎥ 
コンクリートくず・硝子くず・陶磁器くず
8,100.00円/㎥ 
木くず　5,400.00円/㎥　ほか

２０１９年度学生ホール及び学生寮給食等業務（近
畿能開大）

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

平成31年4月1日 （株）ホーユー 5240001024325
代表取締役　山浦　芳樹
広島県広島市中区舟入本
町１７番１号

一般競争入札 - 6,480,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（タッチパネル実習装置１１台他一式）の
購入（近畿能開大）

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5月29日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１丁目１８番２７号

一般競争入札 - 12,943,800 -

事務用機器（複写機１台）の購入及び保守業務（近
畿能開大）

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6月5日
富士ゼロックス（株）
大阪営業所

3010401026805
所長　大磯　雄志
大阪府大阪市中央区瓦町
３－６－５

一般競争入札 - 1,124,496 -

複数年契約 R1.6.5～R7.3.31
2年目以降契約総額 670,680円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　2.30円/カウント 

訓練用機器（表面粗さ測定機１台他一式）の購入
（近畿能開大）

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6月17日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０江戸堀グロウ
スビル７Ｆ

一般競争入札 - 9,311,760 -

訓練用機器（移動式ロボットシステム（無人搬送車）
１台）の購入（近畿能開大）

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6月25日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０江戸堀グロウ
スビル７Ｆ

一般競争入札 - 3,601,400 -

訓練用機器移設一式（近畿能開大）

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6月25日 （株）カルタス 5122001001530
代表取締役　七海　高士
大阪府東大阪市本庄西２
丁目４番１８号

一般競争入札 - 2,090,000 -

訓練用機器（計測制御実習機器３１台）の購入（近
畿能開大）

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10日 （株）ヤマダ電機 4070001011201
代表取締役　三嶋　恒夫
群馬県高崎市栄町１番１
号

一般競争入札 - 2,134,523 -

訓練用機器（空気圧縮機１台）の購入（近畿能開大）

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18日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 2,134,000 -

訓練用機器（デジタルマイクロスコープ１台）の購入
（近畿能開大）

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6日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 6,028,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（画像寸法測定器１台）の購入（近畿能
開大）

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28日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０江戸堀グロウ
スビル７Ｆ

一般競争入札 - 7,810,000 -

訓練用機器（精密高速切断機１台）の購入（近畿能
開大）

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3日 （株）カメカワ 9150001012566
代表取締役　亀川法生
奈良県香芝市北今市４丁
目２４５番地の１

一般競争入札 - 3,575,000 -

訓練用機器（シーケンス制御実習装置１８台）の購
入（近畿能開大）

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10月18日 （株）立花エレテック 2120001049007
代表取締役　渡邊　武雄
大阪府大阪市西区西本町
１丁目１３番２５号

一般競争入札 - 1,815,000 -

事務用備品（学生寮居室用椅子１２７脚）の購入（近
畿能開大）

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10月25日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 1,838,100 -

訓練用備品（軽量作業台２０台他一式）の購入（近
畿能開大）

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10月25日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 2,404,600 -

訓練用機器（ワークステーション６台）の購入（近畿
能開大）

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10月25日 （株）ユニットコム 2120001037218
代表取締役　端田　泰三
大阪府大阪市浪速区日本
橋４丁目１６番１号

一般競争入札 - 3,564,000 -

訓練用機器（プロジェクター１台）の購入（近畿能開
大）

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11月1日 日東電機産業（株） 3120001039477
代表取締役　吉田　稔
大阪府大阪市浪速区日本
橋５－１－３

一般競争入札 - 2,288,000 -

訓練用機器（広幅複写機１台）の購入（近畿能開大）

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11月22日 （株）日興商会堺支店 1140001050558
支店長　紀州谷　明俊
大阪府堺市永代町２－２
－１６

一般競争入札 - 2,200 -

複数年契約 R1.11.22～R7.3.31
2年目以降契約総額 1,856,800円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　4.00円/カウント 



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

学校案内２０２１の作成（近畿能開大）

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11月22日 （株）日興商会堺支店 1140001050558
支店長　紀州谷　明俊
大阪府堺市永代町２－２
－１６

一般競争入札 - 3,004,210 -

事務室レイアウト等改修業務（近畿能開大）

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11月26日 （株）日興商会堺支店 1140001050558
支店長　紀州谷　明俊
大阪府堺市永代町２－２
－１６

一般競争入札 - 4,366,978 -

雇用促進住宅神戸みなと寮等の施設内廃棄物収集
運搬・処分等業務（兵庫支部）

契約担当役支部長 
奥谷　久伸 
兵庫支部 
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

令和1年9月12日 （株）マスオカ 1140001016848
代表取締役　桝岡　隆
兵庫県神戸市長田区六番
地２丁目１番地の２７

一般競争入札 - 1,767,260 -

レイアウト変更に伴う什器備品等整備業務（兵庫障
害者職業センター）

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9月4日 （株）ドテヤマビジネス 2140001009693
代表取締役　広瀬　正
兵庫県神戸市兵庫区中道
通３丁目２番１０号

一般競争入札 - 12,320,000 -

什器備品等（作業台２台外）の購入（兵庫障害者職
業センター）

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2年1月8日 宮垣鋼器（株） 5140001011192
代表取締役　天野　信行
兵庫県神戸市中央区東雲
通３丁目１－１０

一般競争入札 - 913,000 -

公用車（軽自動車）交換購入（兵庫障害者職業セン
ター）

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2年1月14日 （株）スズキ自販兵庫 6140001004922
代表取締役　竹内　達郎
兵庫県神戸市西区伊川谷
町有瀬１５６７の１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,309,539 -

平成３１年度プリンタトナー一式の購入（単価契約）
（兵庫職業能力開発促進センター）

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1日
（株）ディエスジャパン
北大阪店

3122001004683
代表取締役　北條　順吉
兵庫県尼崎市西長洲町２
－８－１４

一般競争入札 - 2,216,062 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ＣＴ３５０８７２
7,000.00円/個 
トナーカードリッジ　ＣＴ２０１３９８
9,500.00円/個 
トナーカードリッジ　ＣＴ２０１３９９
9,900.00円/個　ほか

訓練用機器（メカトロニクス実習機器一式）の購入
（兵庫職業能力開発促進センター）

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7月3日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０－７Ｆ

一般競争入札 - 5,680,400 -
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（ＩｏＴデバイス実習装置一式）の購入（兵
庫職業能力開発促進センター）

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7月3日 国華電機（株） 9120001063785
代表取締役　吉岡　国士
大阪府大阪市北区天満１
丁目６番１４号

一般競争入札 - 10,854,000 -

訓練用機器（太陽光システム機器一式）の購入（兵
庫職業能力開発促進センター）

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7月9日 （株）大久 1120901007329
代表取締役　毛利　隆仁
大阪府吹田市南金田２－
１９－１３

一般競争入札 - 5,269,000 -

訓練用機器（制御センサー一式）の購入（兵庫職業
能力開発促進センター）

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7月9日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０－７Ｆ

一般競争入札 - 4,755,080 -

訓練用機器（ＰＬＣ一式）の購入（兵庫職業能力開発
促進センター）

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7月9日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

一般競争入札 - 7,192,800 -

訓練用機器（制御実習装置一式）の購入（兵庫職業
能力開発促進センター）

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7月18日 藤井機工（株） 2120001016097
代表取締役　藤井　一
大阪府大阪市城東区諏訪
３－１－１３

一般競争入札 - 3,588,840 -

訓練用機器（シーケンサー等一式）の購入（兵庫職
業能力開発促進センター）

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7月18日 （株）カメカワ 9150001012566
代表取締役　亀川　法生
奈良県香芝市北今市４－
２４５－１

一般競争入札 - 1,641,600 -

訓練用機器（エッジコンピュータ等一式）の購入（兵
庫職業能力開発促進センター）

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7月18日 （株）カルタス 5122001001530
代表取締役　七海　高士
大阪府東大阪市本庄西２
丁目４－１８

一般競争入札 - 2,376,000 -

側溝清掃作業及びグレーチング取替業務（兵庫職
業能力開発促進センター）

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11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 - 3,289,000 -



(様式２)
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法人番号
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)
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物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（住宅点検及び設備機器工事用実習機
材一式）の調達（兵庫職業能力開発促進センター）

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17日 （株）松本工務店 8140001039173
代表取締役　松本　貞人
兵庫県宍粟市波賀町上野
１９０番地１

一般競争入札 - 10,010,000 -

訓練用機器（ＩｏＴネットワーク実習機器一式）の購入
（兵庫職業能力開発促進センター）

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10月9日 （株）カルタス 5122001001530
代表取締役　七海　高士
大阪府東大阪市本庄西２
丁目４－１８

一般競争入札 - 3,285,700 -

訓練用機器（訓練用パソコン等一式）の購入（兵庫
職業能力開発促進センター）

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10月18日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　岡崎
俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 9,279,600 -

在職者訓練コースガイド印刷業務（兵庫職業能力開
発促進センター）

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11月18日 （株）トゥユー 7120901000039
代表取締役　赤井　ムツエ
大阪府茨木市横江１－１４
－５

一般競争入札 - 1,143,780 -

訓練用機器（高所点検シミュレーションシステム一
式）の購入（兵庫職業能力開発促進センター）

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11月19日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　及川
弘
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,103,080 -

訓練用機器（電子系訓練用パソコン一式）の購入
（兵庫職業能力開発促進センター）

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11月19日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　及川
弘
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 890,450 -

訓練用機器（訓練用測定器及びネットワーク機器一
式）の購入（兵庫職業能力開発促進センター）

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12月17日 国華電機（株） 9120001063785
代表取締役　吉岡　国士
大阪府大阪市北区天満１
丁目６番１４号

一般競争入札 - 1,463,000 -

訓練用機器（ネットワーク構築システム一式）の購入
（兵庫職業能力開発促進センター）

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2年1月8日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　及川
弘
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 1,210,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

都市ガスの需給（兵庫職業能力開発促進センター）

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2年2月26日 関西電力（株） 3120001059632

お客様本部副本部長　藤
野　研一
大阪府大阪市北区中之島
３－６－１６

一般競争入札 - 4,744,214 -

訓練生ホール什器（机・椅子）の購入（加古川訓練
センター）

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17日 （有）市位尚文堂 7140002035321
代表取締役　市位　壽宏
兵庫県加古川市加古川町
寺家町番地の１

一般競争入札 - 2,178,000 -

訓練用機器（簡易水質検査キット一式）の購入（加
古川訓練センター）

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11月6日 大一産業（株） 5140001008924
代表取締役　松井　一実
兵庫県神戸市中央区元町
通５丁目１番２０号

一般競争入札 - 1,183,600 -

訓練用機器（プラズマ自動切断機器一式）の購入
（加古川訓練センター）

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 合同産業（株） 9140001058734
代表取締役　山本　正弘
兵庫県姫路市西庄字クボ
リ甲１２８番地

一般競争入札 - 3,278,000 -

人的警備及び施設管理支援業務（港湾短大神戸
校）

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

平成31年4月1日
毎美エンジニアリング
（株）

1120001036427
代表取締役　堂田　昭
大阪府大阪市福島区海老
江５－４－８

一般競争入札 - 2,779,812 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,779,812円
予定調達総額（単価契約）
平日　1,512.00円/時間 
土日祝日　1,512.00円/時間 

建物管理業務（港湾短大神戸校）

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

平成31年4月1日
毎美エンジニアリング
（株）

1120001036427
代表取締役　堂田　昭
大阪府大阪市福島区海老
江５－４－８

一般競争入札 - 1,591,920 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,591,920円

平成３１～３２年度清掃業務（港湾短大神戸校）

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

平成31年4月1日 （株）クレイブ 9120001145922
代表取締役　糟谷　剛之
大阪府大阪市住吉区長居
東１－８－９

一般競争入札（総
合評価）

- 2,363,904 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,363,904円

学生用ロッカー一式の購入（港湾短大神戸校）

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12月17日 伊藤喜商事（株） 7140001006141
代表取締役　記村　道春
兵庫県神戸市中央区下山
手通３丁目１３２号

一般競争入札 - 815,430 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

クロス張替等業務（奈良障害者職業センター）

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9月24日 大都美装興業（株） 6150001001209
代表取締役　兒玉　將克
奈良県奈良市芝辻町３－
３－１９

一般競争入札 - 1,778,700 -

公用車（乗用車）の交換購入一式（奈良障害者職業
センター）

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23日 （株）スズキ自販奈良 5150001011191
代表取締役　今村　賢明
奈良県奈良市神殿町３７０

一般競争入札（総
合評価）

- 1,415,830 -

施設警備業務一式（複数年契約）（奈良職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
田中　信行 
奈良職業能力開発促進センター 
奈良県橿原市城殿町４３３

平成31年4月1日
近畿ビルサービス
（株）

1120101030783
代表取締役　西田　克也
大阪府富田林市錦織北１
－１６－３８

一般競争入札 - 2,890,781 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,890,781円
予定調達総額（単価契約）
平日警備　7,761.00円/円／日（税抜） 
休日警備　1,194.00円/円／時間（税抜） 

事務用機器（カラー複合機）の購入及び保守業務一
式（奈良職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田中　信行 
奈良職業能力開発促進センター 
奈良県橿原市城殿町４３３

令和1年8月20日
奈良ＯＡシステム
（株）

4150001013180
代表取締役　松本　知
奈良県大和高田市大字松
塚７５５番地１

一般競争入札 - 794,068 -

本館事務所レイアウト変更業務一式（奈良支部・奈
良職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
田中　信行 
奈良職業能力開発促進センター 
奈良県橿原市城殿町４３３

令和1年12月23日 東通ネットワーク（株） 6010001092261
代表取締役　清水　文男
東京都中央区築地２丁目
１１番２６号

一般競争入札 - 808,830 -

公用車１台の交換購入一式（和歌山障害者職業セ
ンター）

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1年11月25日 （株）山水組 1170001001392
代表取締役　藤川　清健
和歌山県和歌山市冬野１
２５１番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,419,000 -

施設清掃等業務（和歌山職業能力開発促進セン
ター）

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5月23日 （株）ソーケン 3170001001804
代表取締役　中山　利男
和歌山県和歌山市三木町
中ノ丁１５番地

一般競争入札（総
合評価）

- 1,769,970 -

訓練用機器（表面性状測定機一式）の購入（和歌山
職業能力開発促進センター）

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9月4日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 7,091,700 -



(様式２)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（コーナーシャー１台）の購入（和歌山職
業能力開発促進センター）

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10月16日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 3,946,800 -

訓練用機器（低電圧安全教育システム一式）の購入
（和歌山職業能力開発促進センター）

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10日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
大阪支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 2,626,800 -

訓練用機器（シーケンス制御装置一式）の購入（和
歌山職業能力開発促進センター）

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2年1月30日 国華電機（株） 9120001063785
代表取締役　吉岡　国士
大阪府大阪市北区天満１
丁目６番１４号

一般競争入札 - 4,912,446 -

訓練用機器（Ｐ型級受信機５台外６件）の購入（和歌
山職業能力開発促進センター）

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2年2月5日 （株）サニコン 2170001001326
代表取締役　本脇　伸也
和歌山県和歌山市松江北
５丁目１番２８号

一般競争入札 - 1,265,000 -

デジタルフルカラー複合機の購入及び保守業務（鳥
取支部）

契約担当役支部長 
田中　賢一 
鳥取支部 
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１

令和2年1月22日 （株）衣笠商会 7270001004990
代表取締役　衣笠　一彦
鳥取県倉吉市広栄町９４１
番地５

一般競争入札 - 645,535 -

複数年契約 R2.1.22～R7.3.31
2年目以降契約総額 782,100円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　1.05円/枚 
カラー　4.95円/枚 

公用車（軽自動車）の交換購入一式（鳥取障害者職
業センター）

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10月18日
鳥取日産自動車販売
（株）

3270001003427
代表取締役　中津尾　健
鳥取県米子市車尾２丁目
１６番１８号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,469,122 -

訓練用什器（平机１７台外２点）の購入（鳥取職業能
力開発促進センター）

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1日 （株）加藤紙店 1270001000153
代表取締役　加藤　哲也
鳥取県鳥取市栄町６０９番
地

一般競争入札 - 2,164,320 -

施設内警備業務（鳥取職業能力開発促進センター）

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1日
富士綜合警備保障
（株）

5270001000703
代表取締役　谷口　道明
鳥取県鳥取市商栄町４０５
番地１

一般競争入札 - 5,025,240 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,989,600円



(様式２)
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職氏名及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

構内緑地管理業務委託（鳥取職業能力開発促進セ
ンター）

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1日 （有）ハクスイ環境 4270002004126
代表取締役　森山　茂尚
鳥取県鳥取市鹿野町今市
８７７番地

一般競争入札 - 864,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,728,000円

２０１９年度～２０２０年度清掃業務（鳥取職業能力
開発促進センター）

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1日
富士綜合警備保障
（株）

5270001000703
代表取締役　谷口　道明
鳥取県鳥取市商栄町４０５
番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 2,334,960 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,393,280円

訓練用機器（プラズマ切断機１式）の購入（鳥取職業
能力開発促進センター）

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11月15日 （株）相互物産 2270001000367
代表取締役　山田　光成
鳥取県鳥取市千代水４丁
目９９番地

一般競争入札 - 1,100,000 -

訓練用機器（フォークリフト２台）の購入（鳥取職業能
力開発促進センター）

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19日 （有）福田建機 5270002001287
代表取締役　福田　哲夫
鳥取県鳥取市船木１２６番
地２

一般競争入札 - 4,283,400 -

施設内渡り廊下等防滑シート敷設業務（鳥取職業能
力開発促進センター）

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19日
（株）Ｙｓコーポレー
ション

1270001006142
代表取締役　堀　裕樹
鳥取県鳥取市中大路１３５
－６

一般競争入札 - 1,293,160 -

施設警備業務（米子訓練センター）

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

平成31年4月1日 （株）セノン 3011101023258

代表取締役　小谷野　宗
靖
東京都新宿区西新宿２－
１－１

一般競争入札 - 4,751,136 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,737,938円

構内除草業務（米子訓練センター）

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

平成31年4月1日 （有）ハクスイ環境 4270002004126
代表取締役　森山　茂尚
鳥取県鳥取市鹿野町今市
８７７番地

一般競争入札 - 712,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,425,600円

２０１９年度～２０２０年度清掃業務（米子訓練セン
ター）

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

平成31年4月1日
富士綜合警備保障
（株）

5270001000703
代表取締役　谷口　道明
鳥取県鳥取市商栄町４０５
番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,437,480 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,452,060円
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契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（精密測定器具一式外３点）の購入（米
子訓練センター）

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9月27日 （株）藤忠 4280001000620
代表取締役　藤原　勝
島根県松江市平成町１８２
－３３

一般競争入札 - 4,774,000 -

訓練用機器（ＡＲ溶接技能訓練システム一式）の購
入（米子訓練センター）

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9月27日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 7,040,000 -

事務用機器（電話交換機外一式）の購入（米子訓練
センター）

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11月6日 和幸電通（株） 4280001000810

代表取締役社長　山下
剛史
島根県松江市古志原２丁
目２２番１４号

一般競争入札 - 1,375,000 -

訓練用機器（ノートパソコン外一式）の購入（米子訓
練センター）

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2年1月9日 （株）衣笠商会 7270001004990
代表取締役　衣笠　一彦
鳥取県倉吉市広栄町９４１
番地５

一般競争入札 - 4,532,000 -

平成３１～３２年度施設警備業務（島根職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）セノン山陰支社 3011101023258
支社長　有馬　勝也
鳥取県米子市東町１７１米
子第一生命ビル４階

一般競争入札 - 4,188,672 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,188,672円

平成３１～３２年度清掃業務（島根職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日
富士綜合警備保障
（株）

5270001000703
代表取締役　谷口　道明
鳥取県鳥取市商栄町４０５
番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 2,423,520 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,423,520円

訓練用機器（パネルソー１台外）の調達（島根職業
能力開発促進センター）

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5月24日 （株）カルタス 5122001001530
代表取締役　七海　高士
大阪府東大阪市本庄西２
丁目４番１８号

一般競争入札 - 6,875,000 -

事務用機器（カラー複合機１台）の購入および保守
業務（島根職業能力開発促進センター）

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9月10日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

一般競争入札 - 1,975,260 -

複数年契約 R1.9.30～R6.9.30
2年目以降契約総額 2,964,060円
予定調達総額（単価契約）
モノクロコピー　0.85円/枚 
２色コピー　0.85円/枚 
カラーコピー　7.00円/枚　ほか
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令和元年度冬季暖房に係るボイラー運転管理業務
（島根職業能力開発促進センター）

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10月11日 （株）セノン山陰支社 3011101023258
支社長　有馬　勝也
鳥取県米子市東町１７１番
地

一般競争入札 - 1,857,487 -

訓練用機器（制御装置一式）の調達（島根職業能力
開発促進センター）

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10月17日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

一般競争入札 - 5,666,320 -

訓練用機器（産業用多機能端末一式）の調達（島根
職業能力開発促進センター）

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10月17日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

一般競争入札 - 7,777,000 -

訓練用パソコン（１教室）のＯＳアップグレード等作業
（島根職業能力開発促進センター）

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11月15日 （株）トヨタシステムズ 4180001017641
代表取締役　北沢　宏明
愛知県名古屋市東区泉１
丁目２３番２２号

一般競争入札 - 2,475,000 -

訓練用パソコン（２教室）のＯＳアップグレード等作業
（島根職業能力開発促進センター）

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11月15日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

一般競争入札 - 1,265,000 -

訓練用機器（模擬家屋実習装置一式）の調達（島根
職業能力開発促進センター）

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11月26日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２丁
目１１号３番地

一般競争入札 - 3,608,000 -

訓練用機器（小型搬送制御装置一式）の調達（島根
職業能力開発促進センター）

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11月26日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２丁
目１１号３番地

一般競争入札 - 3,146,000 -

訓練用機器（エレベータ及び信号機制御モデル一
式）の調達（島根職業能力開発促進センター）

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11月26日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２丁
目１１号３番地

一般競争入札 - 1,749,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

事務用機器（高速カラー印刷機１台）の購入（島根
職業能力開発促進センター）

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4日 （株）はらぶん 1280001002784
代表取締役　原　洋介
島根県松江市東朝日町２
９

一般競争入札 - 6,600,000 -

事務用什器（事務用机６台）外の購入（島根職業能
力開発促進センター）

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25日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

一般競争入札 - 4,903,800 -

訓練用機器（危険体験装置用ＶＲ機器一式）の購入
（島根職業能力開発促進センター）

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2年1月29日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２丁
目１１号３番地

一般競争入札 - 2,992,000 -

平成３１～３３年度浄化槽維持管理業務（島根短大）

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

平成31年4月1日
（有）島根環境保全セ
ンター

9280002009177
代表取締役　森口　裕行
島根県江津市和木町１１４
８ー６５

一般競争入札 - 1,457,136 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,914,272円

平成３１～３３年度インターネット回線の調達（島根
短大）

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

平成31年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ（株）

7010001064648

代表取締役社長　庄司
哲也
東京都千代田区大手町２
丁目３番１号

一般競争入札 - 904,500 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,809,000円

平成３１～３３年度消防用設備点検業務（島根短大）

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

平成31年4月1日
太平ビルサービス
（株）

8280001000435

代表取締役会長兼社長
狩野　伸彌
島根県松江市雑賀町２０１
番地

一般競争入札 - 680,400 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,360,800円

平成３１～３３年度警備・学生寮管理業務（島根短
大）

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

平成31年4月1日
富士綜合警備保障
（株）

5270001000703
代表取締役　谷口　道明
鳥取県鳥取市商栄町４０５
番地１

一般競争入札 - 15,093,832 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 30,176,582円

構内草刈業務（島根短大）

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7月5日
太平ビルサービス
（株）

8280001000435

代表取締役会長兼社長
狩野　伸彌
島根県松江市雑賀町２０１
番地

一般競争入札 - 1,708,592 -
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訓練用機器（モバイルロボット開発セット一式）の購
入（島根短大）

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7月22日
（株）浜田コンピュータ
システム

6280001004371
代表取締役　井上　公明
島根県浜田市下府町３２
７ー８５

一般競争入札 - 2,644,488 -

訓練用機器（３Ｄプリンタ一式）の購入（島根短大）

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7月31日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 1,135,200 -

訓練用機器（画像測定機一式）の購入（島根短大）

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7月31日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 5,643,000 -

訓練用機器（ロックウェル硬さ試験機一式）の購入
（島根短大）

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11月21日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 1,634,600 -

訓練用機器（赤外線サーモグラフィカメラ一式）の購
入（島根短大）

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11月21日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 2,356,200 -

訓練用機器（バンドソー１台）の購入（島根短大）

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12月17日
協同組合島根県鐵工
会

2280005000008
代表理事　児玉　泰州
島根県松江市西津田１丁
目９－５０

一般競争入札 - 1,284,800 -

訓練用機器（プログラマブルコントローラ１６台外）の
購入（島根短大）

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12月26日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ケ丘３
丁目１９番地９

一般競争入札 - 1,379,400 -

訓練用機器（３次元形状入力装置一式）の購入（島
根短大）

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12月26日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 7,425,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

平成３１～３３年度警備業務（岡山職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日
第一相互警備保障
（株）

6260001003870
代表取締役　曽根　英生
岡山県岡山市北区今３－
１－３５

一般競争入札 - 3,114,547 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,229,094円

平成３１・３２年度清掃業務（岡山職業能力開発促進
センター）

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

平成31年4月1日
（株）オークスコーポ
レーション

1260001008585

代表取締役　橋本　孝次
郎
岡山県岡山市南区豊浜町
９－２４

一般競争入札（総
合評価）

- 3,434,400 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,434,400円

令和元年度施設設備等現況調査業務（岡山職業能
力開発促進センター）

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30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 - 1,598,400 -

冷房機器の移設設置等業務（岡山職業能力開発促
進センター）

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6月20日
ダイキンエアテクノ
（株）

5010601035686
取締役社長　桒山　隆
東京都墨田区両国２丁目
１０番８号

一般競争入札 - 3,183,840 -

訓練用機器（電界強度計３台）の購入（岡山職業能
力開発促進センター）

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9月17日 （株）プローバ 4260001001091
代表取締役　栗田　真志
岡山県岡山市南区米倉４
２番地の１

一般競争入札 - 1,348,380 -

機械実習場ビニールカーテン設置業務（岡山職業
能力開発促進センター）

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10月29日 （株）笠原組 9260001001797
代表取締役　笠原　昭広
岡山県岡山市南区大福２
７７

一般競争入札 - 1,078,000 -

２０２０年度在職者訓練合同パンフレット（東中国ブ
ロック版）の制作及び発送（鳥取職業能力開発促進
センター・米子訓練センター・島根職業能力開発促
進センター・岡山職業能力開発促進センター・中国
能開大・福山短大）

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5日 研精堂印刷（株） 7260001002269
代表取締役　山川　昌夫
岡山県岡山市北区高柳東
町１０－３０

一般競争入札 - 1,493,800 -

２０２０年度公共職業訓練受講者募集案内等の作成
及び発送（岡山職業能力開発促進センター）

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5日 サンコー印刷（株） 9260001015896
代表取締役　三村　康
岡山県総社市駅南１－１
－５

一般競争入札 - 1,339,646 -
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訓練用機器（仮想溶接技能訓練システム一式）の購
入（岡山職業能力開発促進センター）

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27日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 7,095,000 -

平成３１・３２年度ＪＲ駅構内看板掲出業務（中国能
開大）

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

平成31年4月1日 （株）近宣岡山支店 8120001063233
支店長　松岡　秀二
岡山県岡山市北区弓之町
１０－２６第５近宣ビル

一般競争入札 - 2,229,660 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,229,660円

平成３１・３２年度学生寮及び学生ホール給食業務
（中国能開大）

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

平成31年4月1日
Ｃ＆Ｃコミットメント
（株）

2240001044994
代表取締役　黒岩　育
広島県広島市西区東観音
町２番１５号

一般競争入札 - 1,890,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,890,000円

平成３１年度ＪＲ西日本の各種媒体を活用した広告
業務（中国能開大）

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

平成31年4月1日 （株）近宣岡山支店 8120001063233
支店長　松岡　秀二
岡山県岡山市北区弓之町
１０－２６第５近宣ビル

一般競争入札 - 2,743,200 -

山陽新聞（朝刊）広告掲載等業務（中国能開大）

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

平成31年4月1日 （株）読売連合広告社 3120001071843
代表取締役　松田　耕治
大阪府大阪市北区野崎５
番９号

一般競争入札 - 3,034,800 -

ロボット実習室設置に伴う現有機器移設業務（中国
能開大）

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

平成31年4月1日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 5,724,000 -

平成３１・３２年度清掃業務（中国能開大）

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

平成31年4月1日
（株）オークスコーポ
レーション

1260001008585

代表取締役　橋本　孝次
郎
岡山県岡山市南区豊浜町
９－２４

一般競争入札（総
合評価）

- 5,184,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,184,000円

令和元年度施設設備等現況調査業務（中国能開
大）

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3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 - 1,792,800 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（万能工具研削盤１台）の購入（中国能
開大）

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7日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 9,750,240 -

訓練用機器（ユニットプレス一式）の購入（中国能開
大）

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7月2日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 13,791,600 -

訓練用機器（ＡＧＶ（無人搬送車）１台）の購入（中国
能開大）

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7月8日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 3,534,840 -

訓練用機器（ＡＣサーボトレーニング装置５台）の購
入（中国能開大）

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7月12日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１－１８－２７

一般競争入札 - 5,665,000 -

訓練用機器（コンプレッサー１台）の購入（中国能開
大）

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9月18日 藤井商事（株） 6240001031923

代表取締役社長　藤井
宗武
広島県福山市箕沖町１０５
－３

一般競争入札 - 1,355,200 -

訓練用機器（ビジョンセンサ２台）の購入（中国能開
大）

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10月18日 岡山宮地弘商事（株） 3260001001340
代表取締役　宮地　敬幸
岡山県岡山市南区福成２
－２０－２５

一般競争入札 - 2,057,968 -

訓練用機器（測定器一式）の購入（中国能開大）

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10月31日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 1,850,200 -

訓練用機器（ロボットステーション実習装置一式）の
購入（中国能開大）

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11月8日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 14,276,900 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

２号棟１階２１３室ＯＡフロアの改修（中国能開大）

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11月15日 （株）伊澤洋行 1260001012620
代表取締役　伊澤　憲人
岡山県倉敷市日ノ出町１
－６－１４

一般競争入札 - 1,595,000 -

デスクチェア５６脚の購入（中国能開大）

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11月20日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

一般競争入札 - 799,370 -

訓練用機器（安全回路実習装置一式）購入（中国能
開大）

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12月19日 （株）エスメット 8120001041750
代表取締役　井上　峯代
大阪府大阪市西区南堀江
１－１８－２７

一般競争入札 - 3,282,400 -

訓練用機器（恒温装置一式）購入（中国能開大）

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12月24日 安東機械工具（株） 7260001000289
代表取締役　小西　利勝
岡山県岡山市中区桑野５
０５番地６

一般競争入札 - 3,014,000 -

訓練用機器（パソコン一式）購入（中国能開大）

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12月27日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地

一般競争入札 - 7,260,000 -

訓練用機器（ノートパソコン一式）購入（中国能開
大）

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2年1月15日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役　徳重　敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４横浜イース
トスクエア

一般競争入札 - 13,110,900 -

訓練用機器（シーケンス制御・電気保全学習ユニッ
ト７台）の購入（中国能開大）

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2年1月20日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

一般競争入札 - 3,197,700 -

ロボット実習室用什器一式の購入（中国能開大）

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2年1月21日 クラブン（株） 3260001013146
代表取締役　伊澤　正信
岡山県倉敷市笹沖４１０番
地の５

一般競争入札 - 4,125,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（デジタルオシロスコープ１６台）の購入
（中国能開大）

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2年1月23日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

一般競争入札 - 2,578,400 -

ポリテックビジョン２０２０会場設営業務（中国能開
大）

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2年1月24日 （株）オフィスダン 2260001001647
代表取締役　岩堂　仁志
岡山県岡山市南区青江６
丁目１－１０

一般競争入札 - 2,105,730 -

訓練用機器（ネットワーク監視用パソコン５台）の購
入（中国能開大）

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2年2月7日 フジカワサポート（株） 1260001026034

代表取締役　藤川　忍
岡山県倉敷市白楽町５６５
番地１（はくらくハウス１１
号）

一般競争入札 - 1,287,000 -

電子複合機８台の購入及び保守業務一式（中国能
開大）

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2年2月28日 クラブン（株） 3260001013146
代表取締役　伊澤　正信
岡山県倉敷市笹沖４１０番
地の５

一般競争入札 - 4,169,000 -
複数年契約 R2.2.28～R7.3.31
2年目以降契約総額 11,931,260円

平成３１年度ＩＴ基礎訓練実施業務（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

平成31年4月1日
（株）キャリアプランニ
ング

3260001002124
代表取締役　秋山　健司
岡山県岡山市北区本町６
－３６

一般競争入札（総
合評価）

- 1,425,600 -

平成３１年度キャリア形成講座実施業務（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

平成31年4月1日
人材開発マネジメント
（株）

6260001005132
代表取締役　武田　結幸
岡山県岡山市北区駅元町
５－１８

一般競争入札（総
合評価）

- 2,442,960 -

昇降機４号機油圧ポンプ及び作動油取替作業（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

令和1年8月23日 塚本商事機械（株） 8010001050606
代表取締役　塚本　正進
東京都中央区銀座４－２
－１５

一般競争入札 - 1,364,000 -

鋳鉄式真空温水ヒータオーバーホール作業（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

令和1年9月19日
（株）前田サ－ビス岡
山

2260001006150
代表取締役　道広　信之
岡山県岡山市藤田５６４－
１６３

一般競争入札 - 1,713,800 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

入所者管理システム改変作業（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

令和1年10月31日 （株）トスコ 4260001004739
代表取締役　橋本　明三
岡山県岡山市南区西市１
１６－１３

一般競争入札 - 2,365,000 -

公用車（乗用車）２台の交換購入（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

令和1年11月25日
岡山トヨタ自動車
（株）

6260001001230
代表取締役　梶谷　俊介
岡山県岡山市北区大供３
－２－１２

一般競争入札（総
合評価）

- 4,114,437 -

厚生棟ラウンジ家具類の調達及び廃棄（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 
宮崎　哲治 
吉備高原職業リハビリテーションセン
ター 
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２０

令和1年12月24日 山陽文具（株） 6260001002708
代表取締役　犬飼　泰介
岡山県岡山市下中野５７３
－３

一般競争入札 - 2,585,000 -

電子複写機の購入及び保守業務（広島職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成31年4月1日
リコージャパン（株）販
売事業本部広島支社

1010001110829

広島第二営業部部長　山
本　亮
広島県広島市中区八丁堀
３番３３号

一般競争入札 - 3,570,048 -

複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 7,801,920円
予定調達総額（単価契約）
カラープリント（税抜）　4.50円/枚 
モノクロプリント（税抜）　0.50円/枚 

事務用消耗品「プリンタ用トナー」の購入（単価契
約）（広島職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

西日本事業本部長　中田
光
大阪府大阪市北区大深町
３－１

一般競争入札 - 2,403,000 -

予定調達総額（単価契約）
トナー　ブラック　32,500.00円/個 
トナー　シアン　16,800.00円/個 
トナー　マゼンダ　16,800.00円/個　ほか

勤務時間外施設管理業務（広島職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成31年4月1日 （株）木下組 3240002004583
代表取締役　田中　敏彦
広島県広島市佐伯区五日
市町大字石内５９９８－１

一般競争入札 - 4,392,708 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 8,785,415円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,709.00円/時間 

訓練用ネットワークシステム機器の運用保守業務
（広島職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

西日本事業本部長　中田
光
大阪府大阪市北区大深町
３－１

一般競争入札 - 2,160,000 -

昇降機３台の保守点検業務（広島職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年5月31日
塚本商事機械（株）広
島営業所

8010001050606
所長代理　川﨑　進
広島県広島市西区横川新
町７－３

一般競争入札 - 425,880 -
複数年契約 R1.6.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,029,600円
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令和元年度～３年度産業廃棄物収集運搬及び処理
業務（広島職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年6月7日 （株）ＩＳＣ 3240001014105
代表取締役　園崎　義雄
広島県広島市佐伯区五日
市中央４－７－２４

一般競争入札 - 1,620,080 -

複数年契約 R1.6.17～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,888,192円
予定調達総額（単価契約）
木くず収集・運搬　3,000.00円/㎥ 
廃プラスティック類収集・運搬　3,000.00
円/㎥ 
石膏ボード収集・運搬　3,000.00円/㎥
ほか

平成３１年度施設設備等現況調査業務（広島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年6月13日
（株）近代設計コンサ
ルタント

6240001002585
代表取締役　衣笠　准一
広島県広島市中区国泰寺
町１－８－３０

一般競争入札 - 1,501,200 -

訓練用機器（半自動溶接機９台）の購入（広島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年7月2日 中国酸素（株） 3240001026182
代表取締役　川崎　能弘
広島県呉市仁方皆実町３
番１３号

一般競争入札 - 3,304,800 -

空調設備整備作業（広島職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年11月13日
イーイング・コーポ
レーション（株）

6240001017022
代表取締役　平岡　栄作
広島県広島市西区西観音
町４－１

一般競争入札 - 707,300 -

公用車（乗用車）の交換購入（広島職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年11月22日
広島三菱自動車販売
（株）

8240001009637
代表取締役　岡本　精二
広島県広島市中区小網町
６番１７号

一般競争入札（総
合評価）

- 1,476,882 -

訓練用機器（くさび足場一式）の購入（広島職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和1年12月11日 共立機鋼（株） 5240001024416
代表取締役　真田　重範
広島県広島市安佐北区小
河原町５７５－１

一般競争入札 - 3,014,000 -

訓練用機器「多関節ロボット一式」の購入（広島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和2年1月14日
千代田興産（株）中国
支店

4290001008786
支店長　宮脇　一朋
広島県広島市中区中町７
－３２ニッセイ広島ビル

一般競争入札 - 2,310,000 -

訓練用機器「渦流探傷機一式」の購入（広島職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和2年1月16日 理工サービス（株） 2240001012530

代表取締役社長　清水
重之
広島県広島市西区南観音
４丁目５番１１号

一般競争入札 - 1,969,000 -
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訓練用機器（訓練用パソコン）の購入（広島職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和2年2月10日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）西日本事
業本部

9010001087242

西日本事業本部長　挽地
正彦
大阪府大阪市北区大深町
３－１

一般競争入札 - 3,850,000 -

訓練用機器「デジタルオシロスコープ４台」の購入
（広島職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和2年2月12日 （株）広島電子パーツ 7240001009464
代表取締役　永田　正文
広島県広島市南区宇品海
岸２－１４－３

一般競争入札 - 2,808,740 -

施設警備業務及び学生寮管理業務（福山短大）

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

平成31年4月1日 （株）イズミテクノ 9240001006732
代表取締役　徳田　隆
広島県広島市西区商工セ
ンター２丁目３番１号

一般競争入札 - 13,662,254 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 27,324,507円

２０１９年度・２０２０年度構内清掃業務（福山短大）

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

平成31年4月1日
合同会社ＧＯＬＤＥＮ・
ＣＨＩＴＯＳＥ

9240003003728
代表者　森　久義
広島県福山市駅家町万能
倉１３１８－８

一般競争入札（総
合評価）

- 4,536,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,536,000円

施設設備等現況調査業務（福山短大）

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6月10日
（株）小西建築設計事
務所

3240001038062
代表取締役　小西　郁吉
広島県尾道市土堂二丁目
８番１１号

一般競争入札 - 3,132,000 -

訓練用機器（直流安定化電源２８台）の購入（福山
短大）

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30日 新川電機（株） 4240001004583
所長　松浦　正博
広島県福山市明神町１－
５－２９

一般競争入札 - 2,156,000 -

訓練用機器（デジタルオシロスコープ１４台）の購入
（福山短大）

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11月22日 太陽計測（株） 6010801006420

代表取締役社長　弘田
朗
東京都大田区山王１－２
－６

一般競争入札 - 7,955,640 -

訓練用機器（コンピュータシステム２６台）の購入（福
山短大）

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17日 （株）ユニットコム 2120001037218
代表取締役　端田　泰三
大阪府大阪市浪速区日本
橋４－１６－１

一般競争入札 - 5,828,240 -
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令和２年度フリーペーパー等広告掲載一式（福山短
大）

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2年3月26日 （株）中国新聞広告社 6240001006669

代表取締役社長　道菅
宏信
広島県広島市中区宝町５
番２８号

一般競争入札 - 2,024,000 -

公用車（軽自動車（乗用）１台）の交換購入一式（山
口障害者職業センター）

契約担当役支部長 
中村　信之 
山口障害者職業センター 
山口県防府市岡村町３－１

令和1年12月3日
（株）ホンダ四輪販売
西中国

9240001018216
代表取締役　寺田　敏彦
広島県広島市南区大州１
－４－３８

一般競争入札（総
合評価）

- 1,508,816 -

施設警備業務（山口職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）セノン 3011101023258

代表取締役　小谷野　宗
靖
東京都新宿区西新宿２－
１－１

一般競争入札 - 4,112,640 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 8,285,760円

事務用機器（ローパーティション一式）の購入（山口
職業能力開発促進センター）

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6日 （株）モリイケ 5250001000779
取締役社長　森生　信雄
山口県山口市中市町６番
１７号

一般競争入札 - 1,782,000 -

訓練用機器（ＰＬＣ実習装置一式）の購入（山口職業
能力開発促進センター）

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6日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９ー９

一般競争入札 - 2,687,040 -

事務用椅子の更新（山口職業能力開発促進セン
ター）

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11月20日 （株）モリイケ 5250001000779
取締役社長　森生　信雄
山口県山口市中市町６番
１７号

一般競争入札 - 1,793,000 -

訓練用機器（リモコン配線用機器他一式）の購入
（山口職業能力開発促進センター）

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12月5日 （株）セブンシステム 1250001000337
代表取締役　細坂　孝彦
山口県山口市惣太夫町５
番３５号

一般競争入札 - 1,571,900 -

訓練用機器（プラズマ切断機）の購入（山口職業能
力開発促進センター）

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12月5日
関東物産（株）山口営
業所

9010001013776
所長　三浦　務
山口県山口市小郡黄金町
７番６６号

一般競争入札 - 1,364,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

公益法人の場合

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（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（帯鋸盤）の購入（山口能力開発促進セ
ンター）

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12月5日
関東物産（株）山口営
業所

9010001013776
所長　三浦　務
山口県山口市小郡黄金町
７番６６号

一般競争入札 - 1,639,000 -

事務用機器（ノート型パソコン６台及びデスクトップ
型パソコン４台）の購入（山口職業能力開発促進セ
ンター）

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12月12日 （株）セブンシステム 1250001000337
代表取締役　細坂　孝彦
山口県山口市惣太夫町５
番３５号

一般競争入札 - 1,522,400 -

訓練用機器（タッチパネル実習セット）の購入（山口
職業能力開発促進センター）

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12月19日
新川電機（株）西中国
支社

4240001004583
支社長　藤井　成人
山口県防府市駅南町８－
１４

一般競争入札 - 2,714,800 -

訓練用機器（ＦＡセンサ実習セット）の購入（山口職
業能力開発促進センター）

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12月19日
新川電機（株）西中国
支社

4240001004583
支社長　藤井　成人
山口県防府市駅南町８－
１４

一般競争入札 - 5,874,000 -

公用車（乗用車）交換購入一式（徳島障害者職業セ
ンター）

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

令和1年11月29日 （株）スズキ自販徳島 6480001001209
代表取締役　高木　博彰
徳島県徳島市沖浜東２丁
目６番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,389,947 -

平成３１～３３年度施設警備業務（徳島職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 合建警備保障（株） 4480001000617
代表取締役　森　和則
徳島県徳島市川内町平石
夷野３３番地の４

一般競争入札 - 3,888,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 7,776,000円

平成３１～３３年度施設清掃業務（徳島職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 合建警備保障（株） 4480001000617
代表取締役　森　和則
徳島県徳島市川内町平石
夷野３３番地の４

一般競争入札（総
合評価）

- 1,790,640 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,581,280円

訓練用機器（溶接訓練用シミュレータ１台）の購入
（徳島職業能力開発促進センター）

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11月22日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 7,909,000 -



(様式２)
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用機器（メカトロニクス技術実習システム一式）
の購入（徳島職業能力開発促進センタ－）

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12月23日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０江戸堀グロウ
スビル９Ｆ

一般競争入札 - 14,730,100 -

訓練用機器（制御用端末一式）の購入（徳島職業能
力開発促進センター）

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2年1月17日 （株）金剛 8480001000646

代表取締役社長　村上
利郎
徳島県徳島市新内町１丁
目１１番地１

一般競争入札 - 2,693,900 -

生涯現役社会の実現に向けたシンポジウムにおけ
る運営業務及び会場借り上げほか一式（香川支部）

契約担当役支部長 
水野　隆志 
香川支部 
香川県高松市花ノ宮町２－４－３

令和1年6月5日 （株）ネクサス 2470001003325
代表取締役　中村　卓朗
香川県高松市番町３丁目
２－１池田番丁ビル６Ｆ

一般競争入札 - 1,595,000 -

複合機の賃貸借及び保守（香川職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
水野　隆志 
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31年4月1日 （株）赤松商店 1470001000323
代表取締役　赤松　民康
香川県高松市林町２５７０
－５

一般競争入札 - 896,832 -

複数年契約 H31.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 2,690,496円
予定調達総額（単価契約）
フルカラー（税抜）　4.70円/カウント 
モノカラー（税抜）　0.55円/カウント 

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システム
一式）の購入（香川職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
水野　隆志 
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

令和1年10月3日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル

一般競争入札 - 7,810,000 -

本館建替えその他工事に伴うアスベスト調査業務
（香川職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
水野　隆志 
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

令和1年10月11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

一般競争入札 - 737,000 -

訓練用機器（ラピットプロトタイピング一式）の購入
（四国能開大）

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7月29日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
一丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 7,804,080 -

共同実験棟外内部改修工事等に伴う什器等移設及
び廃棄業務（四国能開大）

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6日 （株）赤松商店 1470001000323
代表取締役　赤松　民康
香川県高松市林町２５７０
－５

一般競争入札 - 4,818,000 -
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一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

訓練用什器等の整備（四国能開大）

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12日 （株）赤松商店 1470001000323
代表取締役　赤松　民康
香川県高松市林町２５７０
－５

一般競争入札 - 4,532,000 -

訓練用機器（メカトロニクス実習装置一式）の購入
（四国能開大）

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
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776

支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
一丁目２６番２０号江戸堀
グロウスビル７Ｆ

一般競争入札 - 6,109,400 -

四国ブロックポリテックビジョン「能開大フェスタ」会
場設営業務一式（四国能開大）

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10月3日 （株）タカ企画 4.47E+12
代表取締役　堀家　孝宜
香川県丸亀市郡家町３０４
０－１

一般競争入札 - 2,386,890 -

２０２１年度版学校案内作成業務（四国能開大）

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10月4日 セキ（株） 9500001002341

代表取締役社長　関　宏
孝
愛媛県松山市湊町７丁目
７番地１

一般競争入札 - 2,420,000 -

反力壁試験機点検・整備業務（四国能開大）

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10月10日 佐藤機械（株） 2470001001691
代表取締役　河原　介俊
香川県高松市天神前５－
１９

一般競争入札 - 2,475,000 -

訓練用機器（総合制作実習用ノートパソコン一式）
の購入（四国能開大）

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12月9日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役社長　徳重
敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

一般競争入札 - 7,579,000 -

四国ブロックポリテックビジョン「能開大ものづくり研
究発表会」設営他業務一式（四国能開大）

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2年2月4日 （株）ワールド工芸 7470001004376
代表取締役　葛西　裕一
香川県高松市塩屋町１７
番地４

一般競争入札 - 1,985,500 -

公用車（乗用車）の購入一式（愛媛障害者職業セン
ター）

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2年1月14日 （株）スズキ自販松山 1500001002274
代表取締役　平野　淳俊
愛媛県松山市高岡町１８３
番地３

一般競争入札（総
合評価）

- 1,337,842 -
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商号又は名称

平成３１・３２年度エレベータ保守業務（愛媛職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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31年4月1日
東芝エレベータ（株）
四国支店

5010701006785
支店長　身野　弘明
香川県高松市朝日町２－
２－２２東芝高松ビル１階

一般競争入札 - 984,960 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 984,960円

平成３１・３２年度施設警備業務（愛媛職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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31年4月1日 （有）愛高警備保障 2500002000409

代表取締役　高田　信一
郎
愛媛県松山市木屋町３丁
目２番地４

一般競争入札 - 4,647,240 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,647,240円
予定調達総額（単価契約）
平日警備料　1,755.00円/時間 
休日警備料　1,755.00円/時間 

平成３１・３２年度施設清掃業務（愛媛職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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31年4月1日 （株）長崎商事 9500001002993
代表取締役　長﨑　晃夫
愛媛県松山市来住町１４８
２番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,820,880 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,820,880円

訓練用機器（帯鋸盤一式）の購入（愛媛職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和1年6月14日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 6,264,000 -

訓練用機器（簡易三次元測定機一式）の購入（愛媛
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和1年6月14日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 6,588,000 -

訓練用機器（新４Ｋ８ＫＴＶ対応機器一式）の購入（愛
媛職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和1年7月22日 新川電機（株） 4240001004583

代表取締役社長　新川
文登
広島県広島市中区三川町
１０－９

一般競争入札 - 1,177,000 -

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システム
一式）の購入（愛媛職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和1年9月11日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 7,810,000 -

訓練用機器（高圧受変電システム竣工検査機材一
式）の購入（愛媛職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和2年1月20日 新川電機（株） 4240001004583

代表取締役社長　新川
文登
広島県広島市中区三川町
１０－９

一般競争入札 - 1,430,000 -
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訓練用機器（スイッチ５台外３件）の購入（愛媛職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
菅　和雄 
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

令和2年2月28日 （株）高知通信機 3490001000641
代表取締役　森本　道義
高知県高知市鴨部１丁目
２３－２０

一般競争入札 - 742,060 -

平成３１・３２年度職員健康診断業務（高知支部）

契約担当役支部長 
脇尾　一仁 
高知支部 
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

平成31年4月1日
（医）健会高知検診ク
リニック

2490005000647
理事長　元木　徳治
高知県高知市知寄町２－
４－３６

一般競争入札 - 1,173,649 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,173,649円
予定調達総額（単価契約）
定期健康診断　9,779.40円/人 
眼底検査　626.40円/人 
胃ＡＢＣ健診　3,240.00円/人　ほか

訓練用機器（デスクトップパソコン３１台）の購入（高
知職業能力開発促進センター）

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2年1月15日 （株）エレパ 8490001000190
代表取締役　上田　哲也
高知県高知市南御座２番
１２号

一般競争入札 - 2,529,890 -

平成３１・３２年度施設警備業務（高知短大）

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

平成31年4月1日
（株）ビル環境衛生管
理

5490001001951

代表取締役社長　細田
覚
高知県高知市桟橋通３丁
目２３－１０

一般競争入札 - 4,266,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,266,000円

平成３１・３２年度学生寮管理業務（高知短大）

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

平成31年4月1日
四国教施研綜合サー
ビス（株）

3490001000798
代表取締役　北村　修一
高知県高知市堺町２番２６
号

一般競争入札 - 6,600,420 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,600,420円

平成３１・３２年度学生寮・学生ホール給食業務（高
知短大）

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

平成31年4月1日
シダックスコントラクト
フードサービス（株）

5012401007857
代表取締役　杉山　充
東京都調布市調布ヶ丘三
丁目６番地３

一般競争入札 - 4,795,200 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,795,200円

平成３１・３２年度施設清掃業務（高知短大）

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

平成31年4月1日
高知ビルメンテナンス
協同組合

9490005000211
代表理事　安岡　茂幸
高知県高知市桟橋通３丁
目２５番３０号

一般競争入札（総
合評価）

- 4,020,613 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 4,020,613円

ものづくりフェスタの開催に係る会場設営・撤去業務
一式（高知短大）

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8月23日 （株）歳時記屋 1490001000932
代表取締役　大井　史子
高知県高知市杉井流１９
番２号

一般競争入札 - 2,860,000 -
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普通旋盤２台移設業務一式（高知短大）

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
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 1,852,400 -

訓練用機器（ラピッドプロトタイピング装置１台）の購
入（高知短大）

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2年1月9日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　山元　正一
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

一般競争入札 - 6,246,900 -

公用車（乗用車）の交換購入一式（高知短大）

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2年1月9日
高知ダイハツ販売
（株）

7490001006569
代表取締役　砂川　栄雄
高知県南国市蛍が丘２丁
目３番地４

一般競争入札（総
合評価）

- 1,395,977 -

ホームページ制作及び運用保守業務（高知短大）

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2年3月27日 （株）ＣＯＤＥ５４ 2260001009260
代表取締役　後藤　誠
岡山県岡山市北区中野３
５０－１０１

一般競争入札 - 5,280,000 -

２０１９年度生涯現役社会シンポジウムリーフレット
作成、会場設営等業務（福岡支部）

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

令和1年8月7日 （株）九州共立 6290001012398
代表取締役　畑生　武志
福岡県福岡市博多区博多
駅前３－１２－３

一般競争入札 - 2,420,000 -

室内壁面塗装及び準備支援室ハンガードア取替業
務（福岡障害者職業センター）

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9日 （株）ミナミ商事 1290001016916
代表取締役　南　顕行
福岡県福岡市博多区美野
島２－６－５

一般競争入札 - 2,310,000 -

リワーク支援室用什器の購入及び設置（福岡障害
者職業センター）

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20日 （株）ミナミ商事 1290001016916
代表取締役　南　顕行
福岡県福岡市博多区美野
島２－６－５

一般競争入札 - 928,800 -

公用車（軽自動車３台）の交換購入（福岡障害者職
業センター本所・北九州支所）

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11月22日 （株）スズキ自販福岡 5290001038337

代表取締役社長　帆足
達也
福岡県糟屋郡粕屋町仲原
鶴町２５６７－１０

一般競争入札（総
合評価）

- 3,986,400 -
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２０１９年度～２０２０年度昇降機保守点検業務（福
岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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31年4月1日
エレベーターコミュニ
ケーションズ（株）福
岡

5010801017897
支店長　中西　聖
福岡県福岡市博多区豊２
－４－２

一般競争入札 - 322,704 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 322,704円

訓練用ネットワークシステム運用保守業務（福岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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31年4月1日
ＮＴＴデータカスタマ
サービス（株）

6010601032609
九州支社長　北西　智洋
福岡県福岡市博多区博多
駅前１－１７－２１

一般競争入札 - 1,390,608 -

本館駐輪場外壁等修繕（福岡職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和1年5月30日 （株）北九州総建 4290801012624
代表取締役　井上　武
福岡県北九州市八幡西区
香月西３－６－２４

一般競争入札 - 1,166,400 -

訓練用機器（電気設備保全作業用制御盤６セット）
の購入（福岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和1年6月6日 （株）日章小倉支店 1290801015448
代表取締役　溝口　都二
福岡県北九州市小倉北区
井堀１－２６－１４

一般競争入札 - 1,263,600 -

事務用複合機（２台）の購入及び保守業務（福岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和1年10月25日 （株）ミナミ商事 1290001016916
代表取締役　南　顕行
福岡県福岡市博多区美野
島２－６－５

一般競争入札 - 3,365,560 -

複数年契約 R1.10.25～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,710,720円
予定調達総額（単価契約）
カラー複合機（カラー）　8.80円/枚 
カラー複合機（モノクロ）　0.80円/枚 
モノクロ複合機　0.80円/枚

訓練用備品（重量キャビネット１台外）の購入（福岡
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和1年12月9日 （株）フジモト 9290801003255
代表取締役　尾畑　一仁
福岡県北九州市小倉北区
西港町６１－１５

一般競争入札 - 990,000 -

訓練用機器（光造形型３Ⅾプリンタ外）の購入・設置
（福岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和1年12月17日
関東物産（株）福岡支
店

9010001013776
支店長　坂本　直樹
福岡県福岡市中央区天神
３－９－３３

一般競争入札 - 1,062,600 -

ゴミ置き場フェンス設置業務（福岡職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
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

令和2年2月20日 （株）南里住建 5290001058541
代表取締役　南里　一仁
福岡県飯塚市有井３５４－
２１

一般競争入札 - 990,000 -
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２０１９～２０２１年度職員定期健康診断業務一式
（飯塚訓練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

平成31年4月1日
一般社団法人日本健
康倶楽部北九州支部

8010005003733
支部長　有馬　誠
福岡県北九州市戸畑区中
原西３－３－１６

一般競争入札 - 399,600 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 799,200円

訓練用ネットワークシステム運用保守業務（飯塚訓
練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

平成31年4月1日
ＮＴＴデータカスタマ
サービス（株）

6010601032609
九州支社長　北西　智洋
福岡県福岡市博多区博多
駅前１－１７－２１

一般競争入札 - 1,423,008 -

訓練用機器（温水高圧洗浄機２台）の購入（飯塚訓
練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年6月13日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 924,000 -

バックホー用付属品取付他作業一式（飯塚訓練セン
ター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年9月25日
福豊帝酸（株）筑豊営
業所

9290001045701
代表取締役　宮嶋　寛幸
福岡県飯塚市大字宇佐与
１４８０－１

一般競争入札 - 753,500 -

令和２年度受講生募集案内パンフレットデータ製作
及び印刷業務（飯塚訓練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年10月3日 （株）プランニングエン 1290001045717

代表取締役　大庭　和史
福岡県飯塚市幸袋５２６－
１福岡ソフトウェアセンター
２０４

一般競争入札 - 968,000 -

訓練用機器（パイプマシン３台）の購入（飯塚訓練セ
ンター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年10月25日 （株）宏栄山本 5130001002928

代表取締役　山本　昌史
京都府京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃
部町１８５

一般競争入札 - 784,300 -

公用車（軽自動車）の交換購入（飯塚訓練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年10月30日
（株）ホンダカーズ博
多

2290801016503
代表取締役　岩丸　博紀
福岡県田川郡川崎町大字
川崎３９１番地の１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,469,289 -

施設側溝及び溜桝清掃作業一式並びに排管洗浄
作業一式（飯塚訓練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和1年11月12日 友信建設（株） 5290001045184
代表取締役　小倉　信一
福岡県飯塚市赤坂８７６番
地４４

一般競争入札 - 1,969,000 -



(様式２)

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

契約金額(円)
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(b/a)
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備　　　　考
（複数年契約の契約金額は
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競争入札に係る情報の公表（物品役務等）（様式２）

法人番号
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)

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

空調機１台の購入及び設置（飯塚訓練センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
飯塚訓練センター 
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和2年1月27日 ユゲデンキ（株） 9290001045783
代表取締役　弓削　尚和
福岡県飯塚市飯塚１１－２
１

一般競争入札 - 1,122,000 -

２０１９年～２０２１年度学生定期健康診断業務一式
（九州能開大）

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

平成31年4月1日
一般社団法人日本健
康倶楽部北九州支部

8010005003733
支部長　有馬　誠
福岡県北九州市戸畑区中
原西３－３－１６

一般競争入札 - 1,066,770 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,133,540円
予定調達総額（単価契約）
既往歴及び業務歴の調査　550.00円/人 
自覚症状及び他覚症状の有無の調査
500.00円/人 
身長、体重等の検査　500.00円/人

２０１９年度施設清掃業務一式（九州能開大）

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

平成31年4月1日
（株）九州グリーン
アース

6290801010907
代表取締役　中川　晴夫
福岡県北九州市八幡西区
養福寺２－２２

一般競争入札（総
合評価）

- 9,806,400 -

訓練用機器（フルハーネス一式）の購入（九州能開
大）

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5月23日 （株）日章 1290801015448
代表取締役　溝口　郁二
福岡県京都郡苅田町港町
１８－６

一般競争入札 - 2,439,800 -

施設・設備等現況調査業務一式（九州能開大）

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5月28日
（株）建設環境コンサ
ルティング

8120001143852
代表取締役　田中　昭洋
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 - 1,263,600 -

訓練用機器（ハンドヘルドデータロガー５台等）の購
入（九州能開大）

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17日 （株）東京測器研究所 6010701006537
代表取締役　木村　真志
東京都品川区南大井６－
８－２

一般競争入札 - 1,231,200 -

訓練用機器（透気試験機１台）の購入（九州能開大）

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17日
関東物産（株）福岡支
店

9010001013776
支店長　坂本　直樹
福岡県福岡市中央区天神
３－９－３３

一般競争入札 - 3,780,000 -

広報用トートバッグの製作業務（九州能開大）

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21日 ＫＩＮＥＴＩＣ　ＤＥＳＩＧＮ
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　天野　良太
静岡県島田市横井４－４
－２２

一般競争入札 - 1,242,000 -



(様式２)
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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)
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契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

事務用機器（コピー機１台）の購入（九州能開大）

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7月4日 （株）清和ビジネス 8010001020600
代表取締役　勝本　浩史
東京都中央区日本橋室町
４－３－１８

一般競争入札 - 5,486,400 -

空調設備（２台）更新業務（九州能開大）

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7月5日 ユゲデンキ（株） 9290001045783
代表取締役　弓削　尚和
福岡県飯塚市飯塚１１－２
１

一般競争入札 - 792,720 -

【能開大】２０２１学校案内パンフレットデザイン制作
業務（九州能開大）

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9月24日 （有）イー・エム・エー 8300002008689

代表取締役　牧瀬　記代
子
佐賀県伊万里市二里町大
里甲１４２１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,392,600 -

職業訓練用機器（ＩＥＣ準拠ＰＬＣプログラミング教材
６式）の購入（九州能開大）

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10月7日
（株）イーエスデー
テック

6290801022209

代表取締役　長谷川　一
朗
福岡県北九州市若松区南
二島二丁目１７－２９

一般競争入札 - 3,520,000 -

事務・職業訓練用備品（シューズボックス他６件）の
購入及び設置（九州能開大）

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10月28日 キングテック（株） 4290801001081
代表取締役　網中　裕城
福岡県北九州市小倉北区
東港２丁目５番１号

一般競争入札 - 944,240 -

ポリテクビジョン２０２０ｉｎ北九州開催業務（九州能開
大）

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12月5日
（株）イベントシンクプ
ロモーション

2290801007279
代表取締役　山本　正司
福岡県北九州市小倉南区
葛原５－４－２０

一般競争入札 - 3,685,000 -

「九州ポリテクカレッジ企業研究会２０２０」会場設営
業務（九州能開大）

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12月10日 フタバ九州（株） 6330001001181
代表取締役　坂口　昌八
熊本県熊本市南区江越２
－１９－７

一般競争入札 - 1,636,800 -

職業訓練用備品（更衣ロッカー３６台、椅子６６脚）
の購入及び設置（九州能開大）

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1月23日 キングテック（株） 4290801001081
代表取締役　網中　裕城
福岡県北九州市小倉北区
東港２－５－１

一般競争入札 - 8,247,800 -
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一般競争入札・
指名競争入札の別
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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

訓練用機器（ソフトウェアライセンス７本及びＰＣ１１
台）の購入（九州能開大）

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1月24日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地

一般競争入札 - 8,580,000 -

平成３１年度プリンター用消耗品の購入（佐賀支部・
佐賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
本田　壮一 
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31年4月1日
富士ゼロックス（株）
佐賀営業所

3010401026805

佐賀営業所所長　飯山
泰介
佐賀県佐賀市駅前中央１
丁目５番１０号朝日生命佐
賀駅前ビル　８階

一般競争入札 - 2,388,528 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック　20,070.00円
/本 
トナーカットリッジ　シアン　15,340.00円/
本 
トナーカートリッジ　マゼンダ　15,340.00
円/本　ほか

平成３１～３３年度人的警備及び庁舎等管理業務
（佐賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
本田　壮一 
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31年4月1日
（株）ファビルス筑肥
営業所

9290001016198

営業所長　木戸　謙二
佐賀県佐賀市駅前中央１
丁目１０－３７佐賀駅前セ
ンタービル５Ｆ

一般競争入札 - 2,773,548 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,586,624円

平成３１～３３年度施設内清掃業務（佐賀職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
本田　壮一 
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31年4月1日 （株）古賀商事 4300001000279
代表取締役　中野　武志
佐賀県佐賀市鍋島２－１
－２

一般競争入札（総
合評価）

- 2,181,168 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,362,336円

本館・実習場建替その他工事に伴うアスベスト調査
業務（佐賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
本田　壮一 
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

令和1年12月12日
一般財団法人佐賀県
環境科学検査協会

3300005000094
理事長　木原　奉文
佐賀県佐賀市光１丁目１
番２号

一般競争入札 - 1,540,000 -

平成３１年度訓練教材用ガスの購入（長崎職業能力
開発促進センター）

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

平成31年4月1日 福岡酸素（株） 1290001049544
代表取締役　福田　寛一
福岡県久留米市東町３３
番地の２１

一般競争入札 - 3,826,926 -

予定調達総額（単価契約）
アルゴンガス　8,400.00円/本 
アセチレンガス　12,600.00円/本 
工業用酸素　3,150.00円/本　ほか

事務用機器（モノクロ複合機１台）の購入及び保守
業務（長崎職業能力開発促進センター）

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7月25日 （株）マゴオリ 9310001005990
代表取締役　馬郡　謙一
長崎県佐世保市天満町２
－２６

一般競争入札 - 508,030 -

複数年契約 R1.7.25～R7.3.31
2年目以降契約総額 467,775円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.81円/枚 

教室棟建替その他工事に伴うアスベスト調査業務
（長崎職業能力開発促進センター）

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10月29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番３３号

一般競争入札 - 1,021,130 -
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訓練用機器（ＴＩＧ溶接機用水冷装置一式）の購入
（長崎職業能力開発促進センター）

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11月8日 本田商會（株） 3310001001962
代表取締役　本田　郷之
長崎県長崎市宝栄町２２
－２１

一般競争入札 - 1,415,700 -

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システム
一式）の購入（長崎職業能力開発促進センター）

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11月8日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 7,590,000 -

訓練用機器（真円度・円筒形状測定機一式）の購入
（長崎職業能力開発促進センター）

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11月20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 7,854,000 -

訓練用機器（表面性状測定機一式）の購入（長崎職
業能力開発促進センター）

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11月20日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 7,920,000 -

訓練用機器（パソコンシステム一式）の購入（長崎職
業能力開発促進センター）

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2年1月20日 （株）アイコック 4310001008271
代表取締役　井嵜　弘文
長崎県諫早市津久葉町６
－４１

一般競争入札 - 4,455,000 -

訓練用機器（３Ｄプリンタ一式）の購入（長崎職業能
力開発促進センター）

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2年1月31日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 2,464,000 -

事務用機器（高速カラー印刷機１台）の購入（佐世
保訓練センター）

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

令和1年12月25日 （株）イシマル 9310001000141
代表取締役　石丸　利行
長崎県長崎市田中町５８７
番地１

一般競争入札 - 5,620,450 -

定期健康診断等業務（熊本支部）

契約担当役支部長 
野見山　秀樹 
熊本支部 
熊本県合志市大字須屋２５０５－３

平成31年4月1日
一般社団法人熊本市
医師会

1330005000127
代表理事　園田　寛
熊本県熊本市中央区本荘
３－３－３

一般競争入札 - 1,329,847 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,659,694円
予定調達総額（単価契約）
定期健診　7,130.00円/人 
眼底検査　950.00円/人 
胃ＡＢＣ健診　4,820.00円/人
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平成３１年度車両整理業務（熊本障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長 
野見山　秀樹 
熊本障害者職業センター 
熊本県熊本市中央区大江６－１－３８
４階

平成31年4月1日 （株）ＨＳＫ 8330001004224

代表取締役社長　安武
信也
熊本県熊本市中央区本山
２丁目７番１号

一般競争入札 - 1,154,732 -

クロス張替その他修繕業務（熊本障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長 
野見山　秀樹 
熊本障害者職業センター 
熊本県熊本市中央区大江６－１－３８
４階

令和1年7月31日 （株）黒石原建設 9330001009387
代表取締役　辻　満秀
熊本県合志市須屋２０２２
－２

一般競争入札 - 8,856,000 -

平成３１年度訓練用ガス類の購入（熊本職業能力開
発促進センター）

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

平成31年4月1日 内村酸素（株） 3330001000450
代表取締役　今川　敬志
熊本県熊本市本荘５丁目
１３－１８

一般競争入札 - 1,559,542 -

予定調達総額（単価契約）
アルゴンガス　6,804.00円/本 
酸素ガス　3,250.80円/本 
炭酸ガス　9,720.00円/本

平成３１年度プリンター用トナーカートリッジ等の調
達（熊本職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）珠郎 5330001005836
代表取締役　東　珠郎
熊本県熊本市南区馬渡１
－９－１２

一般競争入札 - 2,334,636 -

予定調達総額（単価契約）
エプソンＬＰＢ３Ｔ２７Ｓ　32,400.00円/本 
ブラザーＴＮ－６２Ｊ　11,577.60円/本 
キャノンＣＲＧ－３３５ＹＥＬ　31,179.60円/
本

人的警備業務（熊本職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）ＨＳＫ 8330001004224
代表取締役　安武　信也
熊本県熊本市中央区本山
２－７－１

一般競争入札 - 2,704,104 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,408,208円
予定調達総額（単価契約）
人的警備　1,296.00円/時間 

施設清掃業務（熊本職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）総美 2330001005632
代表取締役　下村　初幸
熊本県熊本市中央区渡鹿
２丁目１１－１７

一般競争入札（総
合評価）

- 3,473,172 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,946,344円

訓練用機器（ネットワーク機器１１式）の購入（熊本
職業能力開発促進センター）

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7月30日
扇精光ソリューション
ズ（株）

7310001013005
代表取締役　濵口　晴樹
長崎県長崎市田中町５８５
－５

一般競争入札 - 1,526,800 -

事務用機器（カラー印刷機１台）の購入及び保守業
務（熊本職業能力開発促進センター）

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10月18日 （株）レイメイ藤井 7330001004951
代表取締役　藤井　章生
熊本県熊本市上熊本１丁
目２－６

一般競争入札 - 6,495,500 -

複数年契約 R1.10.19～R6.11.30
2年目以降契約総額 14,014,000円
予定調達総額（単価契約）
インクキット（保守含む）　45,500.00円/本 
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訓練用機器（電話設備一式外１件）の購入（熊本職
業能力開発促進センター）

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10月25日 木村電機（株） 1330001011094

代表取締役社長　木村
寿宏
熊本県上益城郡嘉島町上
仲間２９４－２０

一般競争入札 - 1,595,000 -

訓練用機器（環境測定器一式）の購入（熊本職業能
力開発促進センター）

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11月1日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２－
１１－３

一般競争入札 - 1,408,000 -

訓練用機器（防犯設備一式）の購入（熊本職業能力
開発促進センター）

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11月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）熊本支店

9010001087242
支店長　佐々木　敬次
熊本県熊本市中央区新市
街１１－１８

一般競争入札 - 989,780 -

施設内防犯カメラ設置業務（熊本職業能力開発促
進センター）

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11月29日 （株）ジェイ・ティ 8180001004157
代表取締役　坂本　秀彦
愛知県名古屋市千種区春
岡通７丁目４９番地

一般競争入札 - 756,800 -

令和２年度離職者訓練募集案内の印刷及びパネル
作成（熊本職業能力開発促進センター）

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11月29日 （有）たかやま 2330002027816
代表取締役　髙山　俊彦
熊本県水俣市桜井町３－
４－２５

一般競争入札 - 1,400,300 -

訓練用ノートパソコン９台の購入及びＯＳ更新作業
（熊本職業能力開発促進センター）

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2年1月14日
扇精光ソリューション
ズ（株）

7310001013005
代表取締役　濵口　晴樹
長崎県長崎市田中町５８５
－５

一般競争入札 - 1,158,300 -

第三研修棟備蓄品収納棚等の設置業務（熊本職業
能力開発促進センター）

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2年1月21日 （有）ホリ文具 4330002009639
代表取締役　堀　智博
熊本県熊本市中央区神水
１ー３ー８

一般競争入札 - 1,203,950 -

人的警備業務（荒尾訓練センター）

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

平成31年4月1日 （株）ＨＳＫ 8330001004224
代表取締役　安武　信也
熊本県熊本市中央区本山
２－７－１

一般競争入札 - 2,729,160 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,458,320円
予定調達総額（単価契約）
人的警備　1,512.00円/時間 
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カラー印刷機１台の保守業務（荒尾訓練センター）

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

平成31年4月1日 （株）レイメイ藤井 7330001004951
代表取締役　藤井　章生
熊本県熊本市西区上熊本
１丁目２－６

一般競争入札 - 1,619,865 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,619,865円
予定調達総額（単価契約）
インクキット　黒　43,900.00円/本 
インクキット　シアン　47,150.00円/本 
インクキット　マゼンタ　47,150.00円/本
ほか

施設清掃業務（荒尾訓練センター）

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

平成31年4月1日 ビル環境熊本（株） 8330001010313
代表取締役　菅原　幸治
熊本県山鹿市寺島１８７－
１

一般競争入札（総
合評価）

- 2,214,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,428,000円

訓練用機器（溶接継ぎ手曲げ試験機２台）の購入
（荒尾訓練センター）

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7月12日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

一般競争入札 - 7,557,000 -

訓練用機器（エンジン式フォークリフト２台）の購入
（荒尾訓練センター）

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7月23日 トヨタＬ＆Ｆ熊本（株） 1330001003273
代表取締役　與縄　裕二
熊本県熊本市西区上熊本
２丁目４番２２号

一般競争入札 - 4,620,000 -

事務用・訓練用什器の更新整備業務（荒尾訓練セ
ンター）

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3日 （株）ミナミ商事 1290001016916
代表取締役　南　顕行
福岡県福岡市博多区美野
島２－６－５

一般競争入札 - 4,565,000 -

訓練用機器（ＡＲ溶接技能訓練システム一式）の購
入（荒尾訓練センター）

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25日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３階

一般競争入札 - 7,425,000 -

１０教室・視聴覚教室屋根その他修繕業務（荒尾訓
練センター）

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11月6日 （株）三裕建設 4330001011629
代表取締役　尾本　篤信
熊本県荒尾市一部９１１番
地２

一般競争入札 - 3,740,000 -

訓練用機器（蒸気ボイラ実験装置一式）の購入（荒
尾訓練センター）

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12月11日
関東物産（株）熊本営
業所

9010001013776
所長　長友　伸五
熊本県菊池郡菊陽町光の
森６－２０－１

一般競争入札 - 9,075,000 -
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訓練用機器（メタル切断機外６件）の購入（荒尾訓練
センター）

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12月11日
関東物産（株）熊本営
業所

9010001013776
所長　長友　伸五
熊本県菊池郡菊陽町光の
森６－２０－１

一般競争入札 - 5,500,000 -

訓練用機器（中間モニター一式）の購入（荒尾訓練
センター）

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2年1月17日 （株）ＯＡサプライ 7330001000612
代表取締役　岩本　勝利
熊本県熊本市東区下南部
３－１４－３３

一般競争入札 - 1,479,500 -

衛生器具作業台４台の製作業務一式（荒尾訓練セ
ンター）

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2年1月17日
内村酸素（株）有明事
業所

3330007000450

代表取締役社長　今川
敬志
熊本県玉名郡長洲町清源
寺川西６２０－１

一般競争入札 - 1,056,000 -

プリンタ用トナーカートリッジ等の購入（大分支部）

契約担当役支部長 
岩波　敏行 
大分支部 
大分県大分市皆春１４８３－１

平成31年4月1日 （株）ネットエース 5320001002999
代表取締役　大久保　定
大分県大分市牧２丁目１４
番３号

一般競争入札 - 1,101,945 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ（ブラック）　12,880.00
円/箱 
トナーカートリッジ（シアン）　13,440.00円
/箱 
トナーカートリッジ（マゼンタ）　13,440.00
円/箱

公用車（軽自動車）の交換購入（大分障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長 
岩波　敏行 
大分障害者職業センター 
大分県別府市上野口町３０８８－１７０

令和1年10月25日
大分ダイハツ販売
（株）

1320001000214
代表取締役　上田　稔哉
大分県大分市大字宮崎字
天神目８９１－１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,503,513 -

施設警備業務（大分職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 アイ・ティ・アサヒ（株） 9320001003052
代表取締役　矢羽田　光
大分県大分市高砂町４－
２０

一般競争入札 - 2,527,200 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,054,400円
予定調達総額（単価契約）
警備業務　1,684.80円/時間 

施設清掃業務（大分職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）クリエイタス 9290001067951
代表取締役　山本　剛史
広島県広島市中区東白島
町１９－３

一般競争入札（総
合評価）

- 2,021,760 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,021,760円

教室棟・実習場建替その他工事に伴うアスベスト調
査業務（大分職業能力開発促進センター）

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5月23日
（株）建設環境コンサ
ルティング

8120001143852
代表取締役　田中　昭洋
大阪府大阪市中央区北浜
東４－３３

一般競争入札 - 529,200 -
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レイアウト変更に伴うカーペット貼替等業務（大分職
業能力開発促進センター）

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26日 （株）エコプラン 8320001005784
代表取締役　岩田　次正
大分県大分市大字下郡３
６５９－２５

一般競争入札 - 842,400 -

駐車場アスファルト舗装作業（大分職業能力開発促
進センター）

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8月30日 （株）朝来野工務店 3320001000410

代表取締役社長　朝来野
正弘
大分県大分市大字畑中９
３０

一般競争入札 - 1,177,200 -

訓練用機器（ＡＲ（拡張現実）溶接技能訓練システム
一式）の購入（大分職業能力開発促進センター）

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25日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２

一般競争入札 - 7,590,000 -

離職者訓練受講者募集広報物作成業務（大分職業
能力開発促進センター）

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10月30日 小野高速印刷（株） 4140001058193
代表取締役　小野　徹
大分県大分市松原町２－
１－６

一般競争入札（総
合評価）

- 990,000 -

訓練用機器（炭酸ガス蒸発器１台）の購入（大分職
業能力開発促進センター）

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20日
関東物産（株）福岡支
店

9010001013776
支店長　坂本　直樹
福岡県福岡市中央区天神
３－９－３３

一般競争入札 - 1,980,000 -

訓練用備品（工具保管庫５台外５件）の購入（大分
職業能力開発促進センター）

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20日
（株）ウエキコーポ
レーション九州支店

8010801001196
支店長　和田　正嗣
大分県大分市大字松岡４
３５３

一般競争入札 - 2,805,000 -

訓練用機器（トータルステーション１台）の購入（大分
職業能力開発促進センター）

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1月31日 （株）古城 7320001001124
代表取締役　古城　一
大分県大分市長浜町１－
２－１

一般競争入札 - 1,232,000 -

訓練生ホールビニル床タイル張替作業（大分職業能
力開発促進センター）

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1月31日
キングテック（株）大
分支店

4290801001081
代表取締役　網中　裕城
福岡県北九州市小倉北区
東港２丁目５番１号

一般競争入札 - 1,367,784 -
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平成３１・３２・３３年度庁舎管理等業務（宮崎障害者
職業センター）

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

平成31年4月1日
（株）山﨑ビル環境
サービス

1350001011225
代表取締役　山崎　正士
宮崎県宮崎市高洲町１９９
－１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,069,200 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,138,400円

業務用什器（会議イス２４脚外３件）の購入（宮崎障
害者職業センター）

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2年2月3日 （株）森山紙文具店 8350001004478
代表取締役　森山　雅雄
宮崎県宮崎市橘通東５丁
目６－３２

一般競争入札 - 1,180,300 -

公用車（軽乗用車）の交換購入一式（宮崎障害者職
業センター）

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2年2月3日 （株）スズキ自販宮崎 9350001000848
代表取締役　竹下　英輔
宮崎県宮崎市花ヶ島町屋
形町１２０４

一般競争入札（総
合評価）

- 1,275,564 -

事務用機器（電子複写機２台）の賃貸借及び保守業
務（宮崎職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）ヨシダや 5350001002658
代表取締役　吉田　博俊
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 - 2,242,728 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,485,456円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.55円/枚 
カラー　4.00円/枚 

平成３１・３２年度人的警備業務委託（宮崎職業能力
開発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）セキュリティロー
ド

2350001000887
代表取締役　齊藤　慎介
宮崎県宮崎市祇園３丁目
１７９番地

一般競争入札 - 2,270,268 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,270,268円

平成３１・３２・３３年度施設清掃業務委託（宮崎職業
能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日 （株）栄建工業 6350001000198
代表取締役　湯浅　秀文
宮崎県宮崎市大工３丁目
８９番地１

一般競争入札（総
合評価）

- 1,296,000 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,592,000円

訓練用機器（半自動精密フライス盤１台）の移設業
務（宮崎職業能力開発促進センター）

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1年9月6日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
一丁目５－９

一般競争入札 - 1,870,000 -

平成３１・３２・３３・３４年度カラー複合機保守業務
（延岡訓練センター）

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1日 （株）丸文 5350001007021
代表取締役　久保田　猛
宮崎県延岡市博労町２－
２７

一般競争入札 - 1,581,120 -

複数年契約 H31.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 4,743,360円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　1.50円/枚 
カラー（１～５，０００枚）　12.00円/枚 
カラー（５，００１枚～）　11.00円/枚　ほか
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契約相手方の
商号又は名称

平成３１・３２・３３年度人的警備業務（延岡訓練セン
ター）

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1日 企業警備保障（株） 5350001000439
代表取締役　鈴木　貞男
宮崎県宮崎市青葉町６２
番地

一般競争入札 - 1,903,629 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,807,259円
予定調達総額（単価契約）
人的警備業務　1,013.00円/時間 

平成３１・３２・３３年度植栽管理業務（延岡訓練セン
ター）

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1日 第一環境管理（株） 2350001010507
代表取締役　高藤　誠
宮崎県延岡市大武町１４２
０番地５

一般競争入札 - 1,922,400 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,844,800円

平成３１・３２年度清掃業務（延岡訓練センター）

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1日 第一環境管理（株） 2350001010507
代表取締役　高藤　誠
宮崎県延岡市大武町１４２
０番地５

一般競争入札（総
合評価）

- 2,354,400 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,354,400円

訓練用機器（三爪スクロールチャック１０台）の購入
（延岡訓練センター）

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

令和1年7月26日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
一丁目５－９

一般競争入札 - 1,644,500 -

訓練用機器（３次元モデリングマシン一式）の購入
（延岡訓練センター）

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

令和1年7月26日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
一丁目５－９

一般競争入札 - 1,641,600 -

訓練用機器（金切のこ盤一式）の購入（延岡訓練セ
ンター）

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

令和1年7月26日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
一丁目５－９

一般競争入札 - 6,567,000 -

訓練用機器（ドリル研削盤一式）の購入（延岡訓練
センター）

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

令和1年10月15日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
一丁目５－９

一般競争入札 - 1,661,000 -

訓練用備品（更衣ロッカー一式）の購入（延岡訓練
センター）

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

令和2年1月9日 （株）丸文 5350001007021
代表取締役　久保田　猛
宮崎県延岡市博労町２－
２７

一般競争入札 - 754,600 -
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空調機器の賃借（鹿児島障害者職業センター）

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1日 みずほリース（株） 3010401094447
代表取締役　本山　博史
東京都港区虎ノ門１－２－
６

一般競争入札 - 589,050 -
複数年契約 H31.12.1～H35.11.30
2年目以降契約総額 9,032,100円

訓練用ガス類の調達業務（鹿児島職業能力開発促
進センター）

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

平成31年4月1日 鹿児島酸素（株） 1340001000906
代表取締役　有馬　洋
鹿児島県鹿児島市南栄三
丁目２６番

一般競争入札 - 1,243,663 -

予定調達総額（単価契約）
酸素ガス（７㎥）　3,132.00円/本 
アセチレンガス（７．２ｋｇ）　16,329.00円/
本 
炭酸ガス（３０ｋｇ）　7,236.00円/本　ほか

清掃等業務（鹿児島職業能力開発促進センター・鹿
児島障害者職業センター）

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

平成31年4月1日 近代産業（株） 2340001001291
代表取締役　前村　雄一
鹿児島県鹿児島市西田１
丁目５－１５

一般競争入札（総
合評価）

- 6,750,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 6,750,000円

訓練用機器（ＣＡＤシステム）の購入（鹿児島職業能
力開発促進センター）

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2日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田６
丁目１５番１２号

一般競争入札 - 12,639,000 -

事務用機器（デスクトップパソコン５台外３件）の購
入（鹿児島職業能力開発促進センター）

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13日 （株）しんぷく 7340001002112

代表取締役　新福　大一
郎
鹿児島県鹿児島市上之園
町９番地８

一般競争入札 - 1,336,390 -

訓練用機器（Ｐ型１級複合受信機外２件）の購入（鹿
児島職業能力開発促進センター）

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2年1月24日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２丁
目１１号３番地

一般競争入札 - 1,562,000 -

学生寮及び学生ホール給食業務（川内短大）

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

平成31年4月1日 （株）ホーユー 5240001024325
代表取締役　山浦　芳樹
広島県広島市中区舟入本
町１７－１

一般競争入札 - 2,865,600 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,731,200円

本館・教室棟等及び学生寮清掃管理業務（川内短
大）

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5月1日 （株）ボーラ 8330001005718
代表取締役　藤井　康正
熊本県熊本市中央区八王
子町５２番７号

一般競争入札（総
合評価）

- 3,093,242 -
複数年契約 R1.5.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,374,446円
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訓練用機器（高速精密切断機）の購入（川内短大）

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4日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 4,092,000 -

訓練用機器（真円度・円筒形状測定機）の購入（川
内短大）

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4日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 6,127,000 -

九州能開大応用課程見学に係るＪＲ・バス及び食事
手配業務（川内短大）

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17日 日本旅行（株） 1010401023408
代表取締役　堀坂　明弘
東京都中央区日本橋１丁
目１９番１号

一般競争入札 - 1,810,976 -

予定調達総額（単価契約）
新幹線乗車券・特急券（往路）　8,600.00
円/人 
新幹線乗車券・特急券（復路）　8,600.00
円/人 
昼食　700.00円/食　ほか

施設用備品（電波式壁掛け時計６８台外１件）の購
入（川内短大）

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11月6日 （株）久永 6340001003598
代表取締役　久永　修平
鹿児島県鹿児島市東開町
５－１１

一般競争入札 - 770,000 -

訓練用機器（測定器）の購入（川内短大）

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12月27日 阪東機工（株） 1340001003512
代表取締役　丸元　正樹
鹿児島県鹿児島市東開町
３番地６７

一般競争入札 - 1,753,400 -

訓練用機器（ボールバーシステム一式）の購入（川
内短大）

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2年1月24日 阪東機工（株） 1340001003512
代表取締役　丸元　正樹
鹿児島県鹿児島市東開町
３番地６７

一般競争入札 - 2,408,340 -

ポリテックビジョン会場設営等業務（川内短大）

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2年2月5日 フジタオフィス
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表　藤田　俊則
鹿児島県鹿児島市吉野町
３９６５－１１

一般競争入札 - 825,000 -

訓練用備品（キャスター付きスツール８０脚外１件）
の購入（川内短大）

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2年2月17日 （株）しんぷく 7340001002112

代表取締役　新福　大一
郎
鹿児島県鹿児島市上之園
町９番地８

一般競争入札 - 3,513,400 -
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敷地北西面法面環境整備（除草・樹木等伐採）業務
（川内短大）

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2年2月18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番１１号

一般競争入札 - 1,870,000 -

事務用什器（片袖机６台外７件）の購入（川内短大）

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2年2月25日 （株）久永 6340001003598
代表取締役　久永　修平
鹿児島県鹿児島市東開町
５－１１

一般競争入札 - 2,167,000 -

高齢・障害者業務課事務室等レイアウト変更等業務
（沖縄支部）

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2年2月28日 （株）オキジム 7360001008495
代表取締役　新里　哲郎
沖縄県浦添市港川４５８番
地

一般競争入札 - 1,463,000 -

平成３１年度・３２年度施設警備業務（単価契約）（沖
縄職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
（株）琉球人材派遣セ
ンター

5360001014801
代表取締役　松田　滋
沖縄県沖縄市室川２－８
－１３平良ＡＰ１０３号

一般競争入札 - 2,896,344 -

複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,896,344円
予定調達総額（単価契約）
施設警備業務　1,188.00円/時間 

平成３１年度訓練用ネットワークシステムの運用・保
守業務（沖縄職業能力開発促進センター）

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

平成31年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　岡﨑
俊哉
東京都千代田区外神田６
－１５－１２

一般競争入札 - 3,650,832 -

令和元・２年度清掃業務（沖縄職業能力開発促進セ
ンター・沖縄北部雇用能力開発総合センター）

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7日 日本美装（株） 2010501031912

代表取締役社長　野口
重信
埼玉県さいたま市浦和区
常盤９－１４－６

一般競争入札（総
合評価）

- 4,358,590 -
複数年契約 R1.7.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,187,600円

令和元・２年度施設管理等業務（沖縄職業能力開発
促進センター・沖縄北部雇用能力開発総合セン
ター）

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17日 日本美装（株） 2010501031912

代表取締役社長　野口
重信
埼玉県さいたま市浦和区
常盤９－１４－６

一般競争入札 - 2,518,638 -
複数年契約 R1.7.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 2,596,220円

訓練用機器（集塵機１台外４８件）の購入（沖縄職業
能力開発促進センター）

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8月15日 （株）三虎 6360001009461

代表取締役社長　松岡
次夫
沖縄県浦添市西原５丁目
２番１２号

一般競争入札 - 1,954,800 -
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擁壁安全点検調査業務（沖縄職業能力開発促進セ
ンター）

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3日
（株）サンケイエンジ
ニアリング

6360001014577
代表取締役　上地　清信
沖縄県浦添市大平３－１６
－９

一般競争入札 - 990,000 -

訓練用機器（バックホウ１台）の購入（沖縄職業能力
開発促進センター）

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30日
日本キャタピラー合
同会社

2010901005953
職務執行者　本田　博人
東京都中野区本町１－３２
－２ハーモニータワー

一般競争入札 - 8,800,000 -

訓練用機器（ＡＲ溶接トレーニングキット１式）の購入
（沖縄職業能力開発促進センター）

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30日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３Ｆ

一般競争入札 - 7,700,000 -

訓練用機器（ＴＩＧ溶接機一式）の購入（沖縄職業能
力開発促進センター）

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10月30日 （株）オカノ 4360001000637

代表取締役社長　與儀
盛輝
沖縄県那覇市安謝１－２３
－８

一般競争入札 - 4,400,000 -

訓練用機器（小型ＦＡ実習装置一式）の購入（沖縄
職業能力開発促進センター）

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11月27日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 14,025,000 -

訓練用機器（軸傾斜昇降盤１台）の購入（沖縄職業
能力開発促進センター）

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12月10日 （株）佐久本工機 4360001008812

代表取締役　佐久本　嘉
幸
沖縄県中頭郡北中城村字
瑞慶覧６６６－４

一般競争入札 - 1,812,800 -

訓練用機器（アンドロイド端末２１台外一式）の購入
（沖縄職業能力開発促進センター）

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12月10日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

一般競争入札 - 2,310,000 -

事務用機器（書類棚、シュレッダー及び椅子外一
式）の購入（沖縄職業能力開発促進センター）

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12月10日 （株）丸仁 8360001009195

代表取締役　上江洲　仁
吉
沖縄県那覇市首里石嶺町
４－４８３－３

一般競争入札 - 1,958,000 -
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訓練用備品（会議テーブル１５台外）の購入（沖縄職
業能力開発促進センター）

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2年2月12日 （株）加島事務機 2360001009713
代表取締役　加島　一郎
沖縄県浦添市勢理客３丁
目１１番５号

一般競争入札 - 4,026,000 -

訓練用備品（作業台８台外）の購入（沖縄職業能力
開発促進センター）

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2年2月12日 （株）オキジム 7360001008495
代表取締役　新里　哲郎
沖縄県浦添市港川４５８

一般競争入札 - 2,278,100 -

訓練用備品（椅子１２０脚）の購入（沖縄職業能力開
発促進センター）

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2年2月12日 （株）ジムキ文明堂 4360001008837
代表取締役　照屋　斉
沖縄県那覇市久米２丁目
４番１４号

一般競争入札 - 4,356,000 -

平成３１・３２・３３年度学生健康診断業務（単価契
約）（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日
一般社団法人中部地
区医師会健診セン
ター

5360005002447
会長　中田　安彦
沖縄県中頭郡北谷町字宮
城１－５８４

一般競争入札 - 1,490,400 -

複数年契約 H31.4.1～R3.10.31
2年目以降契約総額 2,980,800円
予定調達総額（単価契約）
健康診断　3,450.00円/人 

平成３１・３２年度食堂業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日 日清医療食品（株） 9010001063474

代表取締役社長　菅井
正一
東京都千代田区丸の内二
丁目７番３号

一般競争入札 - 5,028,480 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 5,028,480円

平成３１・３２年度インターネット接続回線等の整備
業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日
沖縄通信ネットワーク
（株）

6360001000486

代表取締役社長　仲地
正和
沖縄県那覇市松山１－２
－１

一般競争入札 - 1,347,840 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 1,347,840円

平成３１・３２年度施設警備業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日
（株）須田ビルメンテ
ナンス

2012801000745
代表取締役　須田　克則
東京都立川市砂川町４－
２４－１３

一般競争入札 - 8,910,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 8,910,000円

平成３１・３２年度緑地管理維持業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日
（株）琉球人材派遣セ
ンター

5360001014801
代表者取締役　松田　滋
沖縄県沖縄市室川２－８
－１３－１０３

一般競争入札 - 3,207,600 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 3,207,600円
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平成３１年度塵芥処理業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日 琉球管理産業（株） 8360001007422

代表取締役社長　当銘
誠
沖縄県沖縄市古謝三丁目
２３番６号

一般競争入札 - 1,218,447 -
予定調達総額（単価契約）
可燃ごみ　32.00円/㎏ 
不燃ごみ　32.00円/㎏ 

平成３１年度浄化槽維持管理業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日 （有）宜野座ビル管理 6360002020442
代表取締役　伊芸　美香
沖縄県宜野座村字惣慶８
１８番地

一般競争入札 - 851,040 -

平成３１年度清掃業務（沖縄能開大）

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

平成31年4月1日 日本美装（株） 4030001006337
代表取締役　野口　淳
埼玉県さいたま市浦和区
常盤９－１４－６

一般競争入札（総
合評価）

- 8,229,600 -

訓練用機器（エアープラズマ切断機）の購入（沖縄
能開大）

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7月4日 （株）佐久本工機 4360001008812

代表取締役　佐久本　嘉
幸
沖縄県浦添市牧港１丁目
６１番１８号

一般競争入札 - 1,458,000 -

専門課程２０２０年４月入校学生募集要項の印刷業
務（沖縄能開大）

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7月9日 （有）巴印刷 6360002013826
代表取締役　前田　元
沖縄県うるま市石川２２８７
番地の２

一般競争入札 - 916,920 -

訓練用機器（業務用食器洗浄機外２件）の購入（沖
縄能開大）

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10月15日 ホシザキ沖縄（株） 3360001001909
代表取締役　平田　公夫
沖縄県那覇市泊３丁目３
番１３号

一般競争入札 - 990,000 -

訓練用機器（現場標準養生装置）の購入（沖縄能開
大）

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10月15日 エフティーエス（株） 1010001145370

代表取締役　木村　浩之
東京都中央区日本橋小舟
町８－１ヒューリック小舟町
ビル１Ｆ

一般競争入札 - 1,958,000 -

訓練用機器（訓練用机及び椅子）の購入（沖縄能開
大）

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11月20日 （株）加島事務機 2360001009713
代表取締役　加島　一郎
沖縄県浦添市勢理客３丁
目１１番５号

一般競争入札 - 1,760,000 -
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訓練用機器（移動式トラッククレーン）の購入（沖縄
能開大）

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11月20日 沖縄日野自動車（株） 6360001008570
代表取締役　福里　浩介
沖縄県豊見城市字豊崎３
番地６８

一般競争入札 - 7,799,000 -

訓練用機器（鉄筋探査機）の購入（沖縄能開大）

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11月20日 エフティーエス（株） 1010001145370

代表取締役　木村　浩之
東京都中央区日本橋小舟
町８－１ヒューリック小舟町
ビル１Ｆ

一般競争入札 - 1,349,700 -

訓練用機器（訓練用椅子）の購入（沖縄能開大）

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11月20日 （有）昭和事務機社 5360002013777
代表取締役　村吉　正光
沖縄県うるま市石川東恩
納１１３０番地６

一般競争入札 - 3,685,000 -

訓練用機器（ＡＲ溶接トレーニングキット一式）の購
入（沖縄能開大）

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12月26日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753
代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
丁目５番２号

一般競争入札 - 7,683,500 -

沖縄ポリテックビジョン２０２０開催に係る設営及び
撤去業務等一式（沖縄能開大）

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2年1月15日
（株）アシストエンター
プライズ

4360001017763
代表取締役　安谷屋　昇
沖縄県島尻郡南風原町字
与那覇５４１－１

一般競争入札 - 2,739,000 -

高圧電気設備修繕及び低圧回路絶縁不良調査（沖
縄能開大）

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2年2月3日 （株）ナカソネ電省 8360001004361
代表取締役　仲宗根　弘
沖縄県中頭郡西原町字幸
地３３２番地

一般競争入札 - 2,338,600 -

訓練用備品（パソコン用セキュリティーワイヤーロッ
ク一式）の購入（沖縄能開大）

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2年2月28日
（株）プランナーズラン
ド

4180001040404
代表取締役　六車　博
愛知県名古屋市中区栄５
－２５－６

一般競争入札 - 2,178,990 -


