(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

雇用促進住宅大阪八幡屋宿舎、大阪港宿舎、大阪
桜島宿舎取壊し工事設計監理業務
大阪府大阪市港区港晴２丁目４－１３ 外２箇所
設計期間 平成31年4月16日～令和1年10月11日

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

契約を締結した日

平成31年4月15日

契約相手方の
商号又は名称

（株）小笠原設計

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

9120001076275

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 辻 英明
であり、会計規程第６８条第１項
大阪府大阪市中央区北浜 （競争に付しても入札者がないとき
東２－１９
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

14,080,000

-

-

24,750,000

-

新潟職業能力開発促進センター本館・実習場建替
その他工事監理業務
新潟県長岡市住吉３－１－１
設計期間 平成31年4月25日～令和4年3月11日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月15日

（株）細貝建築事務所

8110001023436

平成３０年度に左記相手方と契約
した設計業務に基づき実施する工
事の監理業務であり、同社以外の
者に委託することは不利と認めら
代表取締役社長 細貝
れることから、会計規程第６７条第
宏典
新潟県長岡市袋町１－１０ ４号（現に契約履行中の工事、製
造又は物件の購入に直接関連す
８１－３２
る契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

雇用促進住宅大阪田中宿舎、出来島宿舎取壊し工
事設計監理業務
大阪府大阪市港区田中２丁目７－４ 外１箇所
設計期間 平成31年4月17日～令和1年10月8日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月16日

（株）建綜研

3120001063543

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 大岡 永知 であり、会計規程第６８条第１項
大阪府大阪市北区大淀中 （競争に付しても入札者がないとき
１－８－５
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

15,400,000

-

雇用促進住宅名古屋汐凪宿舎、汐止宿舎、名古屋
みなと宿舎取壊し工事設計監理業務
愛知県名古屋市港区潮凪町１－３ 外２箇所
設計期間 平成31年4月19日～令和1年10月11日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月18日

中日設計（株）

7180001017366

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 清谷 英広 であり、会計規程第６８条第１項
愛知県名古屋市東区筒井 （競争に付しても入札者がないとき
２－１０－４５
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

10,450,000

-

神戸みなと寮・神戸港湾寮取壊し工事設計監理業
務
兵庫県神戸市中央区東川崎町４－１－２７
設計期間 平成31年4月23日～令和1年10月11日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月22日

（株）鷲尾建築設計事
務所

4140001062278

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松本 典子 であり、会計規程第６８条第１項
兵庫県姫路市飾磨区野田 （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
町１５７－１
がないとき）に該当するため。

-

3,784,000

-

神戸港湾労働者福祉センター宿舎取壊し工事設計
監理業務
兵庫県神戸市中央区波止場町１７
設計期間 平成31年4月23日～令和1年10月11日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月22日

（株）鷲尾建築設計事
務所

4140001062278

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松本 典子 であり、会計規程第６８条第１項
兵庫県姫路市飾磨区野田 （競争に付しても入札者がないとき
町１５７－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

3,784,000

-

8010001078721

平成３０年度に左記相手方と契約
した設計業務に基づき実施する工
事の監理業務であり、同社以外の
者に委託することは不利と認めら
支店長 大石 武志
れることから、会計規程第６７条第
千葉県千葉市中央区中央
４号（現に契約履行中の工事、製
３－３－１
造又は物件の購入に直接関連す
る契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

13,420,000

-

8010001078721

平成３０年度に左記相手方と契約
した設計業務に基づき実施する工
事の監理業務であり、同社以外の
者に委託することは不利と認めら
支店長 大石 武志
れることから、会計規程第６７条第
千葉県千葉市中央区中央
４号（現に契約履行中の工事、製
３－３－１
造又は物件の購入に直接関連す
る契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

20,900,000

-

石川職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事監理業務
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
設計期間 令和1年5月15日～令和3年3月5日

福井職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事監理業務
福井県越前市行松町２５－１０
設計期間 令和1年5月15日～令和3年3月5日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

契約担当役理事
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22日

平成31年4月22日

（株）綜企画設計千葉
支店

（株）綜企画設計千葉
支店

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

北海道職業能力開発大学校実習場建替その他工
事監理業務
北海道小樽市銭函３－１９０
設計期間 平成31年4月25日～令和3年2月19日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

平成31年4月22日

（株）綜企画設計千葉
支店

8010001078721

平成３０年度に左記相手方と契約
した設計業務に基づき実施する工
事の監理業務であり、同社以外の
者に委託することは不利と認めら
支店長 大石 武志
れることから、会計規程第６７条第
千葉県千葉市中央区中央
４号（現に契約履行中の工事、製
３－３－１
造又は物件の購入に直接関連す
る契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

雇用促進住宅茅ヶ崎宿舎２号棟取壊し工事
神奈川県茅ヶ崎市鶴ヶ台１
工期 令和1年6月12日～令和1年10月15日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年6月11日

松浦建設（株）

1021001033176

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松浦 秀敏 であり、会計規程第６８条第１項
神奈川県小田原市新屋８ （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
２－１
がないとき）に該当するため。

74,789,000

74,745,000

99.9%

宮城職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事設計業務
宮城県多賀城市明月２－２－１
設計期間 令和1年6月14日～令和2年2月27日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年6月13日

（株）松下設計

9030001007933

一般競争入札（総合評価）後の不
落随意契約であり、会計規程第６８
代表取締役 松下 充孝
条第１項（競争に付しても入札者が
埼玉県さいたま市中央区
ないとき又は再度の入札に付して
上落合１－８－１２
も落札者がないとき）に該当するた
め。

-

20,020,000

-

新潟職業能力開発促進センター本館・実習場建替
その他昇降機設備工事
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期 令和1年6月29日～令和3年6月15日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年6月28日

三菱電機ビルテクノ
サービス（株）

5010001030412

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 吉川 正巳 であり、会計規程第６８条第１項
東京都荒川区荒川７－１９ （競争に付しても入札者がないとき
－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

21,362,000

21,120,000

98.9%

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

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年7月2日

（株）淺沼組北海道支
店

8120001022651

一般競争入札後の不落随意契約
であり、会計規程第６８条第１項
支店長 菊地 篤志
北海道札幌市豊平区豊平 （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
３－１－１－５
がないとき）に該当するため。

809,930,000

809,600,000

99.9%

青森障害者職業センター給排水設備等改修工事設
計業務
青森県青森市緑２－１７－２
設計期間 令和1年10月1日～令和2年2月12日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年7月11日

秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627

一般競争入札後の不落随意契約
理事長 石田 起徳
であり、会計規程第６８条第１項
秋田県大館市字相染沢中 （競争に付しても入札者がないとき
岱１５９－２
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

1,056,000

-

雇用促進住宅門司折戸口宿舎コンクリートブロック
塀取壊し等工事
福岡県北九州市門司区大久保３－７
工期 令和1年7月20日～令和1年11月19日

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年7月19日

清水丸源建設（株）

4290801016360

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 清水 宣髙 であり、会計規程第６８条第１項
福岡県田川市大字糒６５６ （競争に付しても入札者がないとき
－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

8,517,300

8,492,000

99.7%

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

契約担当役理事
大津賀 久嗣
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年7月22日

（株）柿本商会

6220001001754

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 柿本 自如 であり、会計規程第６８条第１項
石川県金沢市藤江南２－ （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
２８
がないとき）に該当するため。

116,050,000

115,500,000

99.5%

-

18,111,500

-

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

北海道職業能力開発大学校実習場建替その他機
械設備工事
北海道小樽市銭函３－１９０
工期 令和1年10月16日～令和3年2月5日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月15日

（株）淺沼組北海道支
店

8120001022651

支店長 菊地 篤志
会計規程第６８条第１項（再度の入
北海道札幌市豊平区豊平 札に付しても落札者がないとき）に
３－１－１－５
該当するため。

101,849,000

101,200,000

99.4%

障害者職業総合センター空気調和設備（熱源設備）
更新等工事
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３
工期 令和1年10月29日～令和2年6月12日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年10月28日

日比谷総合設備（株）

9010401025405

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 西村 善治 であり、会計規程第６８条第１項
東京都港区三田３－５－２ （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
７
がないとき）に該当するため。

202,950,000

202,950,000

100.0%

受変電設備更新その他工事（釧路訓練センター）
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
工期 令和1年6月20日～令和1年12月6日

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

令和1年6月20日

マツダ電気（株）

4460001001617

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松田 健治 であり、会計規程第６８条第１項
北海道釧路市材木町９番 （競争に付しても入札者がないとき
３０号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

31,141,316

31,020,000

99.6%

本館及び職業準備訓練室改修工事（宮城障害者職
業センター）
宮城県仙台市宮城野区幸町４‐６‐１
工期 令和1年12月6日～令和2年2月28日

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

令和1年12月5日

アクトス建設（株）

6370001015104

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 庄司 知至 であり、会計規程第６８条第１項
宮城県仙台市若林区上飯 （競争に付しても入札者がないとき
田２－５－３４
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

18,758,372

18,700,000

99.7%

灯油配管改修工事（秋田職業能力開発促進セン
ター）
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３
工期 令和1年9月17日～令和1年12月27日

契約担当役支部長
渡部 明
秋田職業能力開発促進センター
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３

令和1年9月13日

山二施設工業（株）

3410001002587

代表取締役社長 阿部
公雄
秋田県秋田市山王５－１
－７

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

6,688,800

6,655,000

99.5%

各室窓ガラス改修工事（栃木障害者職業センター）
栃木県宇都宮市睦町３－８
工期 令和1年10月19日～令和1年11月29日

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10月18日

鹿野建設（株）

3060001002111

代表取締役 鹿野 雄久 会計規程第６７条第６号（予定価格
栃木県宇都宮市岩本町２ が２５０万円を超えない工事若しく
９６－２
は製造）に該当するため。

1,920,600

1,072,500

55.8%

大学校合同教室（１００番教室）空調機更新工事（関
東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１（１００番教
室）
工期 令和1年6月29日～令和1年7月19日

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

令和1年6月28日

寺内電設（株）

5060001014732

代表取締役 寺内 和隆 会計規程第６７条第６号（予定価格
栃木県小山市東野田２３４ が２５０万円を超えない工事若しく
０－２７
は製造）に該当するため。

2,052,000

1,234,440

60.2%

大学校１４号棟空調機更新工事（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１（１４号棟）
工期 令和1年7月27日～令和1年8月29日

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

令和1年7月26日

荒牧空調工業（株）

2060001005916

代表取締役 荒牧 州弘 会計規程第６７条第６号（予定価格
栃木県さくら市卯の里１丁 が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。
目１２－９

2,106,000

1,944,000

92.3%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

駐車場内外灯等改修工事（君津訓練センター）
千葉県君津市坂田４２８
工期 令和1年11月6日～令和2年1月31日

契約担当役支部長
永野 朝子
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和1年11月6日

モデン工業（株）

5040001007507

代表取締役 関 泰之
会計規程第６７条第６号（予定価格
千葉県千葉市中央区松波 が２５０万円を超えない工事若しく
３－１１－１９
は製造）に該当するため。

2,420,000

2,365,000

97.7%

側溝復旧、枝等切断、処分ほか（君津訓練セン
ター）
千葉県君津市坂田４２８
工期 令和1年12月10日～令和2年2月28日

契約担当役支部長
永野 朝子
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和1年12月10日

（株）キミツ鐵構建設

3040001050541

代表取締役 松本 正樹 会計規程第６７条第６号（予定価格
千葉県木更津市中央１－ が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。
５－９

1,188,000

1,188,000

100.0%

男子トイレ小便器等改修工事（高度訓練センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
工期 令和1年10月29日～令和2年2月20日

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

令和1年10月28日

東海建設（株）

1040001074030

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 平田 剛久 であり、会計規程第６８条第１項
千葉県南房総市久枝１２４ （競争に付しても入札者がないとき
４番地１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

16,504,489

16,500,000

99.9%

実習棟表面加工室バッフルブース撤去工事（千葉
短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期 令和1年5月31日～令和1年8月9日

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

令和1年5月31日

（株）アスク

5040001055472

代表取締役 中村 隆之 会計規程第６７条第６号（予定価格
千葉県市原市五井中央西 が２５０万円を超えない工事若しく
２－８－３３
は製造）に該当するため。

1,918,620

1,296,000

67.5%

寄宿舎棟浴室改修工事設計監理業務（千葉短大成
田校）
千葉県成田市並木町字大久保台２２１
設計期間 令和1年6月28日～令和1年8月28日

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

令和1年6月27日

（有）岡本建築設計

6040002002431

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 岡本 睦哲 であり、会計規程第６８条第１項
千葉県千葉市中央区新千 （競争に付しても入札者がないとき
葉２－９－９向陽ビル３階 又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

1,066,240

-

本館１３０６教室床改修工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期 令和1年8月30日～令和1年9月30日

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

令和1年8月29日

（株）二宮総行

6040001005880

代表取締役 二宮 茂
会計規程第６７条第６号（予定価格
千葉県千葉市中央区問屋 が２５０万円を超えない工事若しく
町１５－３
は製造）に該当するため。

1,172,340

1,013,472

86.4%

航空機実習場シャッター更新工事（千葉短大成田
校）
千葉県千葉市中央区問屋町５３９－１
工期 令和1年11月29日～令和2年3月27日

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

令和1年11月28日

白戸工業（株）

3040001003474

台風１５号の影響により、遮蔽する
ものが一切なく飛行機の劣化及び
外部の不法侵入の危険性がある
代表取締役 白戸 孝夫
中、メーカーも混雑し対応が遅れた
千葉県千葉市中央区道場
ことに該当するため。、会計規程第
南２－１２－１７
６７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

14,300,000

14,300,000

100.0%

所長室エアコン更新工事（新潟職業能力開発促進
センター）
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期 令和2年1月30日～令和2年3月6日

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2年1月29日

（株）新潟施設

2110001023103

代表取締役 阿部 久次
会計規程第６７条第６号（予定価格
郎
が２５０万円を超えない工事若しく
新潟県長岡市喜多町１１７
は製造）に該当するため。
１番地１

1,427,800

1,265,000

88.6%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

照明設備更新外工事設計監理業務（福井障害者職
業センター）
福井県福井市光陽２－３－３２
設計期間 令和1年6月27日～令和1年8月30日

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

令和1年6月26日

（株）木村建築事務所

3210001000999

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 木村 憲一 であり、会計規程第６８条第１項
福井県福井市大手２丁目 （競争に付しても入札者がないとき
２０－１５
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

1,196,800

-

学生寮男子浴槽防水改修工事（京都短大）
京都府舞鶴市上安小字吉井口１９２２
工期 令和1年8月29日～令和1年10月28日

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8月28日

（株）田中工務店

6130001043467

代表取締役 柿野 剛清 会計規程第６７条第６号（予定価格
京都府舞鶴市字倉谷１０１ が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。
６番地

1,632,400

1,588,400

97.3%

春木職員宿舎避難梯修繕工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市春木泉町３－６、７
工期 令和2年1月22日～令和2年2月28日

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

令和2年1月21日

（株）創建

8120101003956

代表取締役 竹内 伸雄 会計規程第６７条第６号（予定価格
大阪府堺市西区鳳西町２ が２５０万円を超えない工事若しく
丁２５番地の１５
は製造）に該当するため。

1,073,600

1,001,000

93.2%

レイアウト変更及び附帯設備改修工事（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
工期 令和1年8月23日～令和1年12月8日

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

令和1年8月22日

（株）売布建設

4140001082086

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 川口 義孝 であり、会計規程第６８条第１項
兵庫県宝塚市売布４丁目 （競争に付しても入札者がないとき
１２番３号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

17,205,100

17,204,000

99.9%

昇降設備部品交換工事（灘公共職業安定所・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
工期 令和1年11月7日～令和2年2月26日

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

令和1年11月7日

（株）アイワ

9140001044718

代表取締役 浜谷 和英 会計規程第６７条第６号（予定価格
兵庫県高砂市荒井町小松 が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。
原2-1-34

2,393,600

2,393,600

100.0%

トイレ壁タイル張替等改修工事（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
工期 令和1年7月17日～令和1年9月20日

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16日

（株）滝本工務店

8240001006320

代表取締役 滝本 治
会計規程第６７条第６号（予定価格
広島県広島市中区吉島新 が２５０万円を超えない工事若しく
町２－３３－４
は製造）に該当するため。

2,410,560

2,410,560

100.0%

屋上防水改修工事（山口障害者職業センター）
山口県防府市岡村町３－１
工期 令和1年7月24日～令和1年9月27日

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7月23日

磯部工業（株）

2250001000039

代表取締役 磯部 雄一 会計規程第６７条第６号（予定価格
山口県山口市大内御堀５ が２５０万円を超えない工事若しく
－８－１
は製造）に該当するため。

1,944,000

1,404,000

72.2%

作業室ビニル床修繕工事外一式（山口障害者職業
センター）
山口県防府市岡村町３－１
工期 令和1年12月5日～令和2年2月28日

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4日

磯部工業（株）

2250001000039

代表取締役 磯部 雄一 会計規程第６７条第６号（予定価格
山口県山口市大内御堀５ が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。
－８－１

1,779,000

1,760,000

98.9%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
工事等の名称、場所、期間及び種別

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%) 再就職の
国所管、
(b/a) 役員の数 公益法人 都道府県 応札・
応募者
の区分 所管の区
数
分

一般競争入札後の不落随意契約
特定個人を識別でき 所長 隅 凖三
であり、会計規程第６８条第１項
る情報のため表示し 香川県丸亀市中府町１丁 （競争に付しても入札者がないとき
ない
目５番５３号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

5,454,000

-

3330002018962

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 内野 哲也 であり、会計規程第６８条第１項
熊本県熊本市中央区国府 （競争に付しても入札者がないとき
又は再度の入札に付しても落札者
１－１３－３
がないとき）に該当するため。

-

1,588,400

-

（有）松本一平建築設
計事務所

4330002021940

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松本 一平 であり、会計規程第６８条第１項
熊本県荒尾市増永７５７－ （競争に付しても入札者がないとき
８
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

2,992,000

-

平成31年4月26日

（株）ニューテック

9360001012009

代表取締役 新垣 暉文
沖縄県うるま市石川東山
本町２－１－２２

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

3,063,745

3,056,400

99.8%

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25日

（株）シンテック

8360001001136

代表取締役 新里 順一
沖縄県那覇市銘苅２－４
－５１

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

30,407,300

30,404,000

99.9%

教室棟３階改修工事（沖縄職業能力開発促進セン
ター）
沖縄県中頭郡北谷町字吉原７２８－６
工期 令和1年9月20日～令和1年10月25日

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

令和1年9月19日

旭建設（株）

6360001008422

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役社長 翁長
であり、会計規程第６８条第１項
淳
（競争に付しても入札者がないとき
沖縄県中頭郡北谷町字浜
又は再度の入札に付しても落札者
川４８番地
がないとき）に該当するため。

11,371,358

11,220,000

98.7%

第三職員宿舎コンクリートブロック塀取壊し等改修
工事設計監理業務（沖縄能開大）
沖縄県中頭郡北谷町字吉原６９７－５
設計期間 令和1年8月24日～令和2年2月29日

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

令和1年8月23日

（株）サンケイエンジニ
アリング

6360001014577

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 上地 清信 であり、会計規程第６８条第１項
沖縄県浦添市大平３丁目 （競争に付しても入札者がないとき
１６番９号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

1,012,000

-

第三職員宿舎コンクリートブロック塀取壊し等改修
工事（沖縄能開大）
沖縄県中頭郡北谷町字吉原６９７－５
工期 令和1年12月17日～令和2年5月29日

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

令和1年12月16日

（株）サンニン

6360001007861

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 田中 智枝
であり、会計規程第６８条第１項
子
（競争に付しても入札者がないとき
沖縄県沖縄市諸見里３－
又は再度の入札に付しても落札者
４１－１
がないとき）に該当するため。

14,597,000

14,575,000

99.8%

共同実験棟外内部改修工事設計監理業務（四国能
開大）
香川県丸亀市郡家町３２０２
設計期間 平成31年4月1日～令和2年4月30日

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

平成31年4月1日

スミ建築事務所

屋外トイレ改修その他工事設計監理業務（熊本職
業能力開発促進センター）
熊本県合志市須屋２５０５－３
設計期間 令和1年5月17日～令和1年12月6日

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

令和1年5月16日

（株）粋華設計

本館内部改修工事設計監理（荒尾訓練センター）
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９－６
設計期間 令和1年11月23日～令和2年11月24日

契約担当役支部長
野見山 秀樹
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和1年11月22日

沖縄北部雇用能開発総合センター屋根等改修工事
（沖縄職業能力開発促進センター）
沖縄県名護市字豊原２２４－３番地
工期 平成31年4月27日～令和1年8月15日

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

給水設備等改修工事（沖縄職業能力開発促進セン
ター）
沖縄県中頭郡北谷町字吉原７２８－６
工期 令和1年6月26日～令和1年10月31日

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

