
(様式４)

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

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（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

平成31年4月1日 東京センチュリー（株） 6010401015821

情報機器第一部長　吉田
浩二
東京都千代田区神田練塀
町３

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。

- 84,050,784 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 336,203,136円

電子計算機システム（港湾職業能力開発短期大学
校神戸校）

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 東京センチュリー（株） 6010401015821

情報機器第一部長　吉田
浩二
東京都千代田区神田練塀
町３

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。

- 46,570,464 -
複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 186,281,856円

「第２７回職業リハビリテーション研究・実践発表会」
会場借上

契約担当役理事 
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）東京ビッグサイト 4010401098348

代表執行役社長　竹花
豊
東京都江東区有明３－１１
－１

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 5,551,200 -

平成３１年度分和雑誌の整備

契約担当役理事 
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）多田屋 3040001058576

代表取締役　佐々木　孝
行
千葉県東金市南上宿１０
－２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,288,829 -

名刺の作製

契約担当役理事 
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）あけぼのイトウ印
刷

6010501030101

代表取締役社長　齋藤
雅章
東京都台東区秋葉原３－
４

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,080,000 -
予定調達総額（単価契約）
名刺１００枚　1,350.00円/箱 

平成３１年度新聞の購入

契約担当役理事 
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 ＡＳＡ幕張新都心 7040001105457
代表取締役　近藤　眞二
千葉県千葉市花見川区幕
張町５－４１７－１３３

直販については、価格競争による
契約相手方の決定がなじまないた
め。、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,631,724 -

平成３１・３２年度宮城職業能力開発促進センター
名取実習場土地賃借料

契約担当役理事 
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 新菱冷熱工業（株） 8011101010326
代表取締役　加賀美　猛
東京都新宿区四谷２－４

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 15,000,000 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 15,000,000円

電子計算機システム（港湾職業能力開発短期大学
校横浜校）の賃貸借（再リース）

契約担当役理事 
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 リコーリース（株） 7010601037788
代表取締役　瀬川　大介
東京都江東区東雲１－７
－１２

リース期間の満了に伴い有効活用
を図るため、リースを受けていた機
器の再リースであり、当該機器は
同社以外からは賃借できないこと
から、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 22,945,416 -

事務所賃借料（雇用促進住宅全国統括事務所）

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

平成31年4月1日 （株）テーオーシー 1010701006145

代表取締役社長　大谷
卓男
東京都品川区西五反田七
丁目２２番１７号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 30,456,000 -

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度雇用促進住宅出来島宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 大阪府 4000020270008
大阪府知事　松井　一郎
大阪府大阪市中央区大手
前２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,426,000 -

平成３１年度千葉職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 千葉県 4000020120006
千葉県知事　鈴木　栄治
千葉県千葉市中央区市場
町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 25,494,211 -

平成３１年度千葉職業能力開発短期大学校成田校
敷地使用料

契約担当役理事 
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 成田市 8000020122114
成田市長　小泉　一成
千葉県成田市花崎町７６０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 14,162,365 -

平成３１年度島根職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 島根県 1000020320005
島根県知事　溝口　善兵
衛
島根県松江市殿町１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 29,562,080 -

平成３１年度島根職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 島根県 1000020320005
島根県知事　溝口　善兵
衛
島根県松江市殿町１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 2,246,900 -

平成３１年度秋田職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 秋田県 1000020050008
秋田県知事　佐竹　敬久
秋田県秋田市山王４－１
－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 7,125,164 -

平成３１年度熊本職業能力開発促進センター荒尾
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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
日本コークス工業
（株）九州事務所

5010601029770
所長　大渕　正夫
福岡県大牟田市小浜町１
－２－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 16,475,688 -

平成３１年度中部職業能力開発促進センター（名古
屋分所）敷地使用料

契約担当役理事 
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 名古屋港管理組合 2000020238015
管理者　河村　たかし
愛知県名古屋市港区港町
１番１１号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 37,742,196 -

平成３１年度千葉職業能力開発短期大学校成田校
敷地使用料

契約担当役理事 
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 千葉県 4000020120006
千葉県知事　鈴木　栄治
千葉県千葉市中央区市場
町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 14,162,365 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度港湾職業能力開発短期大学校（横浜
校）建物賃借料

契約担当役理事 
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 神奈川県 1000020140007

神奈川県知事　黒岩　祐
治
神奈川県横浜市中区日本
大通１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,144,507 -

平成３１年度新潟職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 新潟県 5000020150002
新潟県知事　花角　英世
新潟県新潟市中央区新光
町４－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 65,467,625 -

平成３１年度石川職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 石川県 2000020170003
石川県知事　谷本　正憲
石川県金沢市鞍月１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,833,240 -

平成３１年度京都職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 舞鶴市 4000020262021
舞鶴市長　多々見　良三
京都府舞鶴市北吸１０４４

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 35,398,861 -

平成３１年度高知職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 高知県 5000020390003
高知県知事　尾﨑　正直
高知県高知市丸ノ内１－
２－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 38,757,718 -

平成３１年度福島職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 福島県 7000020070009
福島県知事　内堀　雅雄
福島県福島市杉妻町２－
１６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 21,519,064 -

平成３１年度福島職業能力開発促進センターいわき
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 いわき市 9000020072044
いわき市長　清水　敏男
福島県いわき市平字梅本
２１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,907,838 -

平成３１年度福島職業能力開発促進センター会津
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 会津若松市 9000020072028

会津若松市長　室井　照
平
福島県会津若松市東栄町
３－４６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 5,993,714 -

平成３１年度静岡職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 静岡県 7000020220001
静岡県知事　川勝　平太
静岡県静岡市葵区追手町
９－６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 112,407,806 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度三重職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 三重県 5000020240001
三重県知事　鈴木　英敬
三重県津市広明町１３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 21,721,891 -

平成３１年度三重職業能力開発促進センター伊勢
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 三重県 5000020240001
三重県知事　鈴木　英敬
三重県津市広明町１３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 18,349,394 -

平成３１年度兵庫職業能力開発促進センター加古
川訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 加古川市 3000020282103
加古川市長　岡田　康裕
兵庫県加古川市加古川町
北在家２０００

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 4,171,332 -

平成３１年度奈良職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 橿原市 3000020292052
橿原市長　森下　豊
奈良県橿原市八木町１－
１－１８

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 14,729,920 -

平成３１年度香川職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 香川県 8000020370002
香川県知事　浜田　恵造
香川県高松市番町４－１
－１０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 36,342,631 -

平成３１年度徳島職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 徳島県 4000020360007
徳島県知事　飯泉　嘉門
徳島県徳島市万代町１－
１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 865,435 -

平成３１年度長崎職業能力開発促進センター佐世
保訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 長崎県 4000020420000
長崎県知事　中村　法道
長崎県長崎市江戸町２－
１３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,990,912 -

平成３１年度長崎職業能力開発促進センター佐世
保訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 佐世保市 5000020422029
佐世保市長　朝長　則男
長崎県佐世保市八幡町１
－１０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,646,060 -

平成３１年度栃木職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 栃木県 5000020090000
栃木県知事　福田　富一
栃木県宇都宮市塙田１－
１－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 38,395,200 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度群馬障害者職業センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 群馬労働局
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

群馬労働局長　小玉　剛
群馬県前橋市大渡町１－
１０－７

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,362,153 -

平成３１年度熊本障害者職業センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 熊本労働局
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

熊本労働局長　峯　作二
郎
熊本県熊本市西区春日２
－１０－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,121,940 -

平成３１年度岡山職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 岡山県 4000020330001

岡山県知事　伊原木　隆
太
岡山県岡山市北区内山下
２－４－６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 30,382,240 -

平成３１年度中国職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 岡山県 4000020330001

岡山県知事　伊原木　隆
太
岡山県岡山市北区内山下
２－４－６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 43,220,685 -

平成３１年度東北職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 宮城県 8000020040002
宮城県知事　村井　嘉浩
宮城県仙台市青葉区本町
３－８－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 17,885,130 -

平成３１年度宮城職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 宮城県 8000020040002
宮城県知事　村井　嘉浩
宮城県仙台市青葉区本町
３－８－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 78,388,800 -

平成３１年度中部職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 小牧市 2000020232190
小牧市長　山下　史守朗
愛知県小牧市堀の内３－
１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 36,687,394 -

平成３１年度福岡職業能力開発促進センター飯塚
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 飯塚市 8000020402052
飯塚市長　片峯　誠
福岡県飯塚市新立岩５－
５

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 9,944,220 -

平成３１年度愛媛職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 松山市 3000020382019
松山市長　野志　克仁
愛媛県松山市二番町４－
７－２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 16,387,108 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度北海道職業能力開発促進センター旭
川訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 旭川市 9000020012041
旭川市長　西川　将人
北海道旭川市６－９

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 12,531,000 -

平成３１年度群馬職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 高崎市 9000020102024
高崎市長　富岡　賢治
群馬県高崎市高松町３５
－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 22,122,443 -

平成３１年度雇用促進住宅重原宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 刈谷市 5000020232106
刈谷市長　竹中　良則
愛知県刈谷市東陽町１－
１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 5,439,675 -

平成３１年度新潟職業能力開発短期大学校（寮敷
地）敷地使用料

契約担当役理事 
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 新発田市 5000020152064
新発田市長　二階堂　馨
新潟県新発田市中央町４
－１０－４

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 2,388,435 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸小部宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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
一般財団法人神戸港
湾福利厚生協会

4140005001694
理事長　佐伯　邦治
兵庫県神戸市中央区新港
町１３－３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 4,735,501 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸梅元宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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
一般財団法人神戸港
湾福利厚生協会

4140005001694
理事長　佐伯　邦治
兵庫県神戸市中央区新港
町１３－３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,204,750 -

平成３１年度北海道職業能力開発促進センター函
館訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 函館市 9000020012025
函館市長　工藤　壽樹
北海道函館市東雲町４－
１３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 21,037,440 -

平成３１年度宮崎職業能力開発促進センター延岡
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 延岡市 6000020452033
延岡市長　読谷山　洋司
宮崎県延岡市東本小路２
－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,116,446 -

平成３１年度佐賀職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 佐賀市 3000020412015
佐賀市長　秀島　敏行
佐賀県佐賀市栄町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 2,631,071 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度雇用促進住宅桃山宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 春日井市 1000020232068
春日井市長　伊藤　太
愛知県春日井市鳥居松町
５－４４

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,270,545 -

平成３１年度広島障害者職業センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 広島市 9000020341002
広島市長　松井　一實
広島県広島市中区国泰寺
町１－６－３４

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,756,908 -

平成３１年度熊本職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 熊本県 7000020430005
熊本県知事　蒲島　郁夫
熊本県熊本市中央区水前
寺６－１８－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 13,620,020 -

平成３１年度福岡障害者職業センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 福岡労働局
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

福岡労働局長　酒光　一
章
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 9,037,814 -

平成３１年度千葉職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 千葉県 4000020120006
千葉県知事　鈴木　栄治
千葉県千葉市中央区市場
町１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 28,837,488 -

平成３１年度千葉職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 千葉市 6000020121002
千葉市長　熊谷　俊人
千葉県千葉市中央区千葉
港１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 8,498,070 -

平成３１年度青森職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 五所川原市 2000020022055

五所川原市長　平山　誠
敏
青森県五所川原市字岩木
町１２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,400,754 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪田中宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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 大阪府 4000020270008
大阪府知事　松井　一郎
大阪府大阪市中央区大手
前２－１－２２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 14,858,900 -

平成３１年度関西職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 大阪府 4000020270008
大阪府知事　松井　一郎
大阪府大阪市中央区大手
前２－１－２２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 108,044,500 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度雇用促進住宅門司折戸口宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 北九州市 8000020401005
北九州市長　北橋　健治
福岡県北九州市小倉北区
城内１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,704,052 -

平成３１年度四国職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 丸亀市 1000020372021
丸亀市長　梶　正治
香川県丸亀市大手町２－
３－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 25,749,827 -

平成３１年度埼玉職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 埼玉県 1000020110001
埼玉県知事　上田　清司
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－１５－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 23,467,414 -

平成３１年度三重障害者職業センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 三重労働局
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

三重労働局長　塚田　滋
三重県津市島崎町３２７－
２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,765,665 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 852,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （有）八萬 8290802025588

代表取締役　登野城　安
俊
福岡県田川市伊田５１２８
－１

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 804,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 大和リビング（株） 3012301001458

中四国支店支店長　一ノ
瀬　高伸
岡山県岡山市北区大元駅
前１０－７

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 888,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,200,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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
（株）穴吹ハウジング
サービス

5470001000435
取締役社長　新宮　章弘
香川県高松市紺屋町３－
６

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 816,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 876,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 840,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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
（株）グローバルセン
ター

4470001001368
代表取締役　冨田　稔
香川県高松市伏石町２０１
６－２０

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 840,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,200,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 960,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （株）福徳不動産 7310001002494
代表取締役　福島　卓
長崎県長崎市金屋町１－
１７

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 912,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 864,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 828,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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
大和リビング（株）北陸
支店

3012301001458
北陸支店長　櫛田　勝秋
石川県金沢市鞍月５－５７

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 924,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員借上宿舎賃貸借

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 （有）コーキ企画 8260002003579
代表取締役　大森　弘子
岡山県岡山市北区辰巳１
３番地の１０２

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 840,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （有）千鶴荘 9320002011830

代表取締役　松隈　裕治
郎
大分県別府市上田ノ湯町
１５－３４

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 804,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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
日本管理センター
（株）

5010001083682
代表取締役　武藤　英明
東京都千代田区丸の内３
－４－２

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 828,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 936,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 804,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 900,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 864,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （株）ハウジングロビー 9310001001726
代表取締役　森田　龍三
長崎県長崎市目覚町４－
２

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 828,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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
大和リビングマネジメ
ント（株）

6010601042302

代表取締役社長　明石
昌
東京都江東区有明３－７
－１８

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 888,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,200,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 大福ホーム（株） 3240001031216
代表取締役　小林　孝章
広島県福山市霞町３－３
－１

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 960,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 960,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 888,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 積和不動産関東（株） 9011001094278

代表取締役社長　尾形
則昭
東京都渋谷区代々木２－
１－１

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 900,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,200,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 960,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 900,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （有）信誠興産 9290802002974
代表　辰本　利信
福岡県北九州市小倉南区
星和台１丁目１番２

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,020,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員借上宿舎賃貸借

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 （有）信誠興産 9290802002974
代表　辰本　利信
福岡県北九州市小倉南区
星和台１丁目１番２

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,020,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （株）ＴＡＫＡＹＡ 5340001018044
代表　四本　貴也
鹿児島県鹿児島市荒田２
－２－３

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 924,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 （株）和田不動産商事 1420001002233
代表取締役　和田　勉
青森県青森市長島４－１
－５

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 960,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 840,000 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪桜島宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　徳平
隆之
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 5,409,835 -

平成３１年度島根職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 松江市 3000020322016
松江市長　松浦　正敬
島根県松江市末次町８６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 961,558 -

平成３１年度滋賀職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 近江八幡市 9000020252042

近江八幡市長　冨士谷
英正
滋賀県近江八幡市桜宮町
２３６番地

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 72,189,833 -

平成３１年度岐阜職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 土岐市 8000020212121
土岐市長　加藤　靖也
岐阜県土岐市土岐津町土
岐口２１０１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 12,827,892 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪港宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　徳平
隆之
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 15,978,505 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度雇用促進住宅大阪八幡屋宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　徳平
隆之
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 6,138,147 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪港湾宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　徳平
隆之
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 20,476,572 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪第二池島宿舎敷地
使用料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　藪内
弘
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 7,376,066 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸梅元宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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 兵庫県 8000020280003
兵庫県知事　井戸　敏三
兵庫県神戸市中央区下山
手通５－１０－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,519,716 -

平成３１年度港湾職業能力開発短期大学校（横浜
校）敷地使用料

契約担当役理事 
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 横浜市 3000020141003
横浜市長　林　文子
神奈川県横浜市中区港町
１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 28,749,096 -

平成３１年度和歌山職業能力開発促進センター敷
地使用料

契約担当役理事 
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 和歌山市 6000020302015
和歌山市長　尾花　正啓
和歌山県和歌山市七番丁
２３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 28,350,000 -

平成３１年度関東職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 小山市 4000020092088
小山市長　大久保　寿夫
栃木県小山市中央町１－
１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 22,933,275 -

平成３１年度関東職業能力開発大学校（寮敷地）敷
地使用料

契約担当役理事 
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 小山市 4000020092088
小山市長　大久保　寿夫
栃木県小山市中央町１－
１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,633,438 -

平成３１年度北陸職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 魚津市 9000020162043
魚津市長　村椿　晃
富山県魚津市釈迦堂１－
１０－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 21,075,049 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度浜松職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 浜松市 3000020221309
浜松市長　鈴木　康友
静岡県浜松市中区元城町
１０３－２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 20,606,485 -

平成３１年度福山職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 福山市 7000020342076
福山市長　枝廣　直幹
広島県福山市東桜町３－
５

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 31,160,877 -

平成３１年度高知職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 香南市 9000020392111
香南市長　清藤　真司
高知県香南市野市町西野
２７０６

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 8,117,493 -

平成３１年度川内職業能力開発短期大学校敷地使
用料

契約担当役理事 
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 薩摩川内市 1000020462152

薩摩川内市長　岩切　秀
雄
鹿児島県薩摩川内市神田
町３－２２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 23,081,210 -

平成３１年度茨城職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 常総市 6000020082112
常総市長　神達　岳志
茨城県常総市水海道諏訪
町３２２２－３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 9,608,069 -

平成３１年度千葉職業能力開発促進センター君津
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 君津市 8000020122254
君津市長　鈴木　洋邦
千葉県君津市久保２－１３
－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 20,085,516 -

平成３１年度新潟職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 長岡市 7000020152021
長岡市長　磯田　達伸
新潟県長岡市大手通１－
４－１０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 29,679,783 -

平成３１年度福井職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 越前市 4000020182095
越前市長　奈良　俊幸
福井県越前市府中１－１３
－７

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 11,418,230 -

平成３１年度長野職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 長野県 1000020200000
長野県知事　阿部　守一
長野県長野市南長野幅下
６９２－２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 16,158,540 -



(様式４)

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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（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

平成３１年度長野職業能力開発促進センター松本
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 松本市 2000020202029
松本市長　菅谷　昭
長野県松本市丸の内３－
７

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 18,119,762 -

平成３１年度中部職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 愛知県 1000020230006
愛知県知事　大村　秀章
愛知県名古屋市中区三の
丸３－１－２

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 30,690,081 -

平成３１年度京都職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 京都府 2000020261009
京都府知事　山田　啓二
京都府京都市上京区下立
売通新町西入藪ノ内町

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 124,020,834 -

平成３１年度鳥取職業能力開発促進センター米子
訓練センター敷地使用料

契約担当役理事 
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 米子市 8000020312029
米子市長　伊木　隆司
鳥取県米子市加茂町１－
１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 12,613,838 -

平成３１年度長崎職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 諫早市 5000020422045
諫早市長　宮本　明雄
長崎県諫早市東小路町７
－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 8,440,429 -

平成３１年度大分職業能力開発促進センター敷地
使用料

契約担当役理事 
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 大分市 4000020442011
大分市長　佐藤　樹一郎
大分県大分市荷揚町２－
３１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,899,607 -

平成３１年度沖縄北部雇用能力開発総合センター
敷地使用料

契約担当役理事 
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 名護市 1000020472093
名護市長　稲嶺　進
沖縄県名護市港１－１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,857,346 -

平成３１年度雇用促進住宅名古屋稲永第一・第二
宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 名古屋港管理組合 2000020238015
管理者　河村　たかし
愛知県名古屋市港区港町
１番１１号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 10,097,856 -

平成３１年度雇用促進住宅名古屋潮凪宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 名古屋港管理組合 2000020238015
管理者　河村　たかし
愛知県名古屋市港区港町
１番１１号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 2,739,960 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度雇用促進住宅名古屋汐止宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 名古屋港管理組合 2000020238015
管理者　河村　たかし
愛知県名古屋市港区港町
１番１１号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 22,370,496 -

平成３１年度雇用促進住宅名古屋みなと宿舎敷地
使用料

契約担当役理事 
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 名古屋港管理組合 2000020238015
管理者　河村　たかし
愛知県名古屋市港区港町
１番１１号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 5,991,936 -

平成３１年度雇用促進住宅大阪五条宿舎敷地使用
料

契約担当役理事 
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
一般財団法人大阪港
湾福利厚生協会

8120005003879

理事長　鴻池　忠彦
大阪府大阪市港区築港３
丁目７番１５号　港振興ビ
ル２１７号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 6,226,385 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸みなと宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 神戸市 9000020281000
神戸市長　久元　喜造
兵庫県神戸市中央区加納
町６－５－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,426,657 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸東川崎宿舎敷地使
用料

契約担当役理事 
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 神戸市 9000020281000
神戸市長　久元　喜造
兵庫県神戸市中央区加納
町６－５－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 9,612,373 -

平成３１年度雇用促進住宅神戸港湾労働者福祉セ
ンター宿舎敷地使用料

契約担当役理事 
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 神戸市 9000020281000
神戸市長　久元　喜造
兵庫県神戸市中央区加納
町６－５－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 3,833,727 -

平成３１年度九州職業能力開発大学校敷地使用料

契約担当役理事 
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 北九州市 8000020401005
北九州市長　北橋　健治
福岡県北九州市小倉北区
城内１－１

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 28,556,081 -

平成３１年度関西職業能力開発促進センター（大阪
分所）敷地使用料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　藪内
弘
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 15,893,685 -

平成３１年度関西職業能力開発促進センター（大阪
分所）運転練習場敷地使用料

契約担当役理事 
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 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　藪内
弘
大阪府大阪市北区中之島
１－３－２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 6,013,748 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

雇用促進住宅管理運営等業務委託に係る借上事
務所の清掃業務（全国ブロック）

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

平成31年4月1日 （株）テーオーシー 1010701006145

代表取締役社長　大谷
卓男
東京都品川区西五反田七
丁目２２番１７号

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

- 1,607,040 -

能開施設インターネットＶＰＮ回線の調達

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 ソフトバンク（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

当該回線は平成２４年度に（株）ソ
フトバンクが整備した回線であり、
この回線の利用に係る運用、保守
サービスの提供は、同社以外には
できないことから、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 21,566,340 -

ＥＬ－ＮＥＴサービスの利用

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

平成31年4月1日
（株）エレクトロニック・
ライブラリー

3010701001805

代表取締役社長　猫本
正彦
東京都品川区西五反田８
－１１－１３

報道機関によって報道された記事
であって、収録の範囲が広く、かつ
複製権を侵害することのないサー
ビスを提供している唯一の業者で
あることから、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 2,235,859 -

インターネット回線（主系）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 富士通（株） 1020001071491

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

平成２３年度に一般競争入札にて
当該業者より整備したものであり、
運用・保守は当該業者でしかでき
ないことから、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 2,235,600 -

インターネット回線（待機系）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 富士通（株） 1020001071491

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

平成２３年度に一般競争入札にて
当該業者より整備したものであり、
運用・保守は当該業者でしかでき
ないことから、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 1,814,400 -

ＣＭＳ手数料

契約担当役理事 
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）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業一部部長
吉田　英土
東京都港区西新橋１－３
－１

開発業者であり、唯一の提供事業
者であるため、同社以外をして当
該サービスを行うことができず、会
計規程第６７条第１号（契約の性質
又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

- 6,480,000 -

ＴＣＭＳターゲットバランスサービス及びエレクトロ
ニックバンキング手数料

契約担当役理事 
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）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業一部部長
吉田　英土
東京都港区西新橋１－３
－１

開発業者であり、唯一の提供事業
者であるため、同社以外をして当
該サービスを行うことができず、会
計規程第６７条第１号（契約の性質
又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

- 10,627,200 -

平成３１年度放送受信料

契約担当役理事 
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 日本放送協会 8011005000968
会長　上田　良一
東京都渋谷区神南２－２
－１

放送法第６４条に基づく契約であ
り、会計規程第６７条第１号（契約
の性質又は目的が競争を許さない
とき）に該当するため。

- 6,809,161 -

平成３１年度マルチペイメントネットワークシステム
処理費用

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

平成31年4月1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
２－３

当該ネットワークサービスを利用す
るためには、同社が構築した通信
サーバを利用する必要があり、同
社以外に当該サービスを行うこと
がでいないことから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 1,033,320 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員借上宿舎賃貸借

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3日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 840,000 -

職員借上宿舎賃貸借

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3日 （株）福徳不動産 7310001002494
代表取締役　福島　卓
長崎県長崎市金屋町１－
１７

契約の目的が代替性のない特定
の位置、構造、又は性質のもので
ある場合、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 900,000 -

各種助成金及び障害者職場実習支援事業に係る
印刷物の作成及び発送業務

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

令和1年5月7日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,844,918 -

「第２７回職業リハビリテーション研究・実践発表会
発表者募集について」リーフレット等の印刷・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

令和1年5月8日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,490,152 -

第３９回全国障害者技能競技大会会場設営等業務

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10日
（株）ＡＤＫマーケティン
グ・ソリューションズ

3010001035099

代表取締役社長　植野
伸一
東京都港区虎ノ門一丁目
２３番１号

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
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。

- 84,150,000 -

制度改善提案シート用ファイルの作成及び発送

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5月17日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,229,120 -

令和元年度における障害者雇用に関するマニュア
ルの増刷

契約担当役理事 
大津賀　久嗣 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年5月31日
社会福祉法人あかつ
きコロニー

5012805000160
理事長　鈴木　賢一
東京都武蔵村山市伊奈平
１－６４－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,393,360 -

『定年延長、本当のところ』等編集・増刷及び発送保
管業務

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3日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 5,350,320 -

「就労支援と精神科医療の情報交換マニュアル」外
４種の増刷

契約担当役理事 
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
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,959,578 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

両開き扉型保管庫の購入及び設置等業務

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3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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,319,544 -

２０１９年度障害者雇用支援月間ポスターの作製及
び発送外３件

契約担当役理事 
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3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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,379,754 -

「第２７回職業リハビリテーション研究・実践発表会
ご案内」パンフレットの封入・発送業務一式

契約担当役理事 
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4日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,319,008 -

『高齢化時代における企業の４５歳以降正社員の
キャリア形成と支援』の編集及び印刷等業務

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5日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,316,520 -

「精神障害者の雇用実態に関するアンケート調査」
に係る調査票等の印刷・封入

契約担当役理事 
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
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,187,540 -

「中高齢者のキャリア管理と高齢社員の人事管理の
現状ー企業と高齢社員対象の質問紙調査の分析結
果からー」（仮題）の編集及び印刷等業務

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24日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,231,900 -

令和元年度障害者雇用支援月間ポスター原画募集
応募記念品の作製及び入賞記念品の作製

契約担当役理事 
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31日 （株）そごう・西武 6010001127026
代表取締役　林　拓二
東京都千代田区二番町５
番地２５

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,005,112 -

平成３０事業年度財務諸表等に係る官報掲載

契約担当役理事 
大津賀　久嗣 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和1年8月7日
東京官書普及（株）東
京都官報販売所

1010001034053
代表取締役　吉田　昌弘
東京都千代田区神田錦町
１－２

当該業務は、出版元の国立印刷局
より官報販売所に指定されている
同者以外には履行できないことか
ら、会計規程第６７条第１号（契約
の性質又は目的が競争を許さない
とき）に該当するため。

- 2,496,000 -

令和元年度障害者雇用優良事業所等表彰に係る
受賞記念品の調達

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

令和1年8月8日
社会福祉法人三彩の
里

9310005004849
所長　江口　司
長崎県大村市原町８０２－
１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,818,300 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

「６５歳超雇用推進マニュアル（その３）」及び「６５歳
超雇用推進事例集２０１９」の増刷及び発送業務

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

令和1年8月8日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 4,311,295 -

「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及
び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する
調査研究」に係る実態把握調査【企業調査票】の印
刷・封入・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8月23日
特定非営利活動法人
千葉県障害者就労事
業振興センター

8040005002039
理事長　加藤　裕二
千葉県千葉市中央区亥鼻
２－９－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,366,200 -

パンフレット２種の印刷・発送及び原稿データのＷｏｒ
ｄ形式化

契約担当役理事 
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10日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,359,160 -

地域障害者職業センター利用者用パソコンに使用
するコンピュータウィルス検索・駆除ツールの更新

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19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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,029,600 -

職業訓練実践マニュアル等の印刷

契約担当役理事 
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）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
岐阜県岐阜市三輪ぷりん
とぴあ３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 505,032 -

「令和２年度版就業支援ハンドブック」及び「就業支
援ハンドブック実践編－アセスメントとプランニング
－」の編集、印刷・製本等業務

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10月7日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,519,990 -

「職場復帰支援の実態等に関する調査研究」に係る
企業調査票の印刷・封入・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7日
特定非営利活動法人
日本セルプセンター

2011105001632
会長　髙江　智和理
東京都新宿区新宿１－１３
－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,320,088 -

給与システムに係る同一労働同一賃金対応改修業
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10月15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

システムを構成する経理パッケー
ジソフトについては、同社が著作権
を保有しているため、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 65,351,440 -

ソフトウェア（ＪＡＷＳバージョン２０１９日本語版外）
の購入

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17日
公益情報システム
（株）

8040001002769
代表取締役　藤崎　忠夫
千葉県千葉市稲毛区小仲
台２－５－２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,532,410 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

進学情報サイトへの学生募集情報等掲載業務

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5日 （株）リクルート 1010001032040
代表取締役　北村　吉弘
東京都中央区銀座８丁目
４番１７号

多くの高校生等に能開大等の存在
や学生募集情報を周知し、応募者
数の増加を図ることが目的である
ため、契約中の進学情報サイトを
引き続き活用することが望ましく、
価格競争等による選定にはなじま
ないため、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 1,146,530 -
複数年契約 R1.11.5～R3.2.28
2年目以降契約総額 12,596,870円

進学情報サイトへの学生募集情報等掲載業務

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5日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長　中川
信行
東京都千代田区一ツ橋一
丁目１番１号

多くの高校生等に能開大等の存在
や学生募集情報を周知し、応募者
数の増加を図ることが目的である
ため、契約中の進学情報サイトを
引き続き活用することが望ましく、
価格競争等による選定にはなじま
ないため、会計規程第６７条第１号
（契約の性質又は目的が競争を許
さないとき）に該当するため。

- 2,079,000 -
複数年契約 R1.11.5～R3.2.28
2年目以降契約総額 9,801,000円

障害者雇用職場改善好事例集の作製及び発送

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11月6日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,163,567 -

基幹ネットワーク機器更新等に係るコンサルティン
グ等業務

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8日
伊藤忠テクノソリュー
ションズ（株）

2010001010788
代表取締役　菊地　哲
東京都千代田区霞が関３
－２－５

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。

- 71,500,000 -

リクナビ２０２１への掲載等

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）リクルート 1010001032040

代表取締役社長　北村
吉弘
東京都千代田区丸の内１
－９－２

当機構の採用情報を幅広く周知す
るため、登録会員数が上位の就職
情報サイトを運営する者を複数選
定して契約するものであり、競争等
になじまないため、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 440,000 -
複数年契約 R1.11.11～R3.2.28
2年目以降契約総額 1,210,000円

心理検査収納ケースの購入及び発送

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11月14日
（株）千葉テストセン
ター

3011301004306
代表取締役　千葉　一貴
東京都杉並区下井草４－
２０－１８

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 926,640 -

研究成果物等（３種）の印刷（事業主支援部門）

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1年11月21日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,234,200 -

マイナビ２０２１への掲載等

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22日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長　中川
信行
千葉県船橋市本町二丁目
１番１号

当機構の採用情報を幅広く周知す
るため、登録会員数が上位の就職
情報サイトを運営する者を複数選
定して契約するものであり、会計規
程第６７条第１号（契約の性質又は
目的が競争を許さないとき）に該当
するため。

- 506,000 -
複数年契約 R1.11.22～R3.2.28
2年目以降契約総額 585,200円

障害者雇用納付金関係動画の作成

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27日 （株）フルフィル 5120901026548
代表取締役　田中　誠司
大阪府大阪市中央区安土
町１－５－９

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 693,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

制度改善提案シート用ファイルの作製及び発送

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11月29日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,957,900 -

２０２０年度機構パンフレット（日本語版及び英語版）
及び機構リーフレットの作成

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6日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,901,460 -

「６５歳超雇用推進事例集２０２０」（仮称）の編集、
デザイン、印刷及び発送業務

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6日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 7,471,497 -

コピーボード５台と自動紙折り機１台の購入及び既
存物品の廃棄業務

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）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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,200,100 -

障害者雇用に関するマニュアルの増刷

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
社会福祉法人あかつ
きコロニー

5012805000160
理事長　鈴木　賢一
東京都武蔵村山市伊奈平
１－６４－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,127,928 -

支援室内に設置する什器等の購入

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18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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,068,100 -

地域センターの利用者用パソコンのコンピュータウィ
ルス検索・駆除ツールの契約更新

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18日
東京コンピュータサー
ビス（株）

2010001095739

代表取締役社長　髙山
芳之
東京都中央区日本橋本町
４丁目８番１４号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,014,270 -

「除外率制度の対象業種における障害者雇用に関
する実態調査」に係るアンケート調査の印刷・封入・
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19日
特定非営利活動法人
千葉県障害者就労事
業振興センター

8040005002039
理事長　加藤　裕二
千葉県千葉市中央区亥鼻
２－９－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 6,573,520 -

「支援マニュアルＮｏ１０、Ｎｏ１２」の増刷

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
（株）長谷工システム
ズ

8010401037161
代表取締役社長　中村
康廣
東京都港区芝２－３２－１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,300,200 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

職員宿舎（東千葉、薬円台）給水設備及びドアホン
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24日 （有）大黒建装 9040002031477
代表取締役　谷口　裕哉
千葉県船橋市丸山２－３２
－１２

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。

- 1,936,000 -

第３９回全国障害者技能競技大会報告書の作成

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
大東コーポレートサー
ビス（株）

7010401057508

代表取締役社長　加藤
欣悟
東京都港区港南２－１６－
１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,875,220 -

「令和元年度調査研究報告書サマリー」外の印刷

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6日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,216,160 -

２０２０年版障害者職業生活相談員資格認定講習テ
キストの印刷等業務

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1月8日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,956,810 -

高年齢者等雇用相談・援助業務に係るリーフレット
等の印刷及び発送業務

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2年1月8日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,676,294 -

令和元年度財務諸表作成における退職給付債務の
計算業務

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9日
三井住友信託銀行
（株）

2010001146005
取締役社長　橋本　勝
東京都千代田区丸の内一
丁目４番１号

退職給付債務の計算業務に必要
な労働関係法人企業年金基金加
入事業所のデータを機構が有して
おらず、データを所有している銀行
へ委託することが適切であると思
料されるため、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 1,581,250 -

卓上型拡大読書器「トラベラーＨＤ」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1月16日
公益情報システム
（株）

8040001002769
代表取締役　藤崎　忠夫
千葉県千葉市稲毛区小仲
台２－５－２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,254,000 -

職業訓練実践マニュアル等の印刷・製本及び発送
業務等

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年1月16日 （株）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
岐阜県岐阜市三輪ぷりん
とぴあ３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,267,860 -

「キャリアガイド」の増刷及びポスターの作成並びに
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23日 敷島印刷（株） 5330001002222
代表取締役　敷島　武法
熊本県宇城市松橋町豊崎
１９５９

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 948,052 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

給与連携機能改修業務

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2年1月24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

当該システムの著作権を有する者
以外に履行することができないこと
から、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,914,000 -

「技能講習等の業務に係る手引き（第５版）」の印刷
製本及び発送業務

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2年1月28日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,095,050 -

地域障害者職業センターにおける外部研修用消耗
品の調達

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5日
特定非営利活動法人
ぽぴあ　ぽぴあ仕事セ
ンターライズ

3040005008296
理事長　関口　幸一
千葉県袖ケ浦市蔵波２６７
４－２

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,388,811 -

適応支援カリキュラム等で活用する書籍等の購入
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2年2月12日
社会福祉法人友愛十
字会　友愛書房

3010905000792
常務理事　金井　博
東京都千代田区霞ヶ関１
－２－２

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 5,364,150 -

訓練・学習の進捗に特別な配慮が必要な訓練受講
者への支援・対応Ｑ＆Ａ集（仮称）

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 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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,480,424 -

「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及
び合理的配慮指針に関する実態把握調査【在職障
害者調査（Ｗｅｂ調査）】に係る印刷・封入・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2月19日
特定非営利活動法人
千葉県障害者就労事
業振興センター

8040005002039
理事長　加藤　裕二
千葉県千葉市中央区亥鼻
２－９－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,958,450 -

「中高年齢障害者に対する職業生活再設計等に係
る支援に関する調査研究」に係る実態把握調査【企
業調査票】の印刷・封入・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2月20日
特定非営利活動法人
日本セルプセンター

2011105001632
会長　髙江　智和理
東京都新宿区新宿１－１３
－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,233,000 -

総合適性検査ＴＡＰ試験問題及び採点（令和３年度
４月採用職員追加募集採用試験）

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 （株）日本文化科学社 6010001005958

代表取締役社長　中谷
一郎
東京都文京区本駒込６－
１５－１７

１係、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,217,150 -

令和２年度６５歳超雇用推進助成金パンフレット外１
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2年2月21日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 7,739,160 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及
び合理的配慮指針に関する実態調査（在職障害者
調査）に係るＷｅｂ調査実施及び回答データ集計業
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
社会福祉法人東京コ
ロニーデジタルメディ
アセンター

6011205000217
所長　坂田　利胤
東京都豊島区南大塚３－
４３－１１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,239,160 -

視覚障害者向け仮想端末イメージの作成等役務

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28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。

- 6,600,000 -

「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（試
案）－ＳＳＴ研修資料集－」外６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2年2月28日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

6011205000217
所長　湯浅　克己
東京都大田区大森西２－
２２－２６

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,884,255 -

ワークサンプル幕張版（訓練版）新規課題の調達

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3月18日 （株）エスコアール 9040001051625
代表取締役　鈴木　峰貴
千葉県木更津市畑沢２－
３６－３

当機構において開発し、製造・販売
にかかる著作物利用許諾契約書を
当該業者のみと締結していること
から、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,990,516 -

条件指定型ダイレクトメール発送及びメール企画
（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20日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長　中川
信行
東京都千代田区一ツ橋一
丁目１番１号

より多くの学生に能開大の学生募
集情報を周知し、募集定員を満た
すためには、最も効果的に周知・
広報が可能なサービスを利用する
ことが必要であり、価格競争等によ
る選定になじまないことから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 1,281,960 -

事務用什器（片袖机１１台　外）の購入（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9月17日 （株）ヒグチ 1420001001763
代表取締役　内田　征吾
青森県青森市問屋町１－
１５－２２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,196,800 -

清掃業務委託（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
キョウワプロテック
（株）

3380001000405
代表取締役　吾妻　学
福島県福島市五月町３番
２０号（協和第一ビル内）

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
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。

- 3,123,360 -

複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,246,720円
予定調達総額（単価契約）
日常清掃　237,600.00円/月 
定期清掃　58,320.00円/月 
特別清掃　97,200.00円/月

平成３０年度震災復興訓練用（八戸実習場）の借上
料（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
職業訓練法人八戸職
業能力開発協会

2420005003020
会長　寺沢　政男
青森県八戸市類家二丁目
７－４０

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

- 9,849,600 -

訓練用機器（感電体験装置一式）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23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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,380,500 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

訓練用機器（ＣＣ－ＬＩＮＫ　ＩＥフィールドＡＤ／ＤＡ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2年1月30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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,072,060 -

訓練用機器（コンテナ・電工機器一式）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2年1月30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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 960,619 -

訓練用機器（制御実習機器一式）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2年1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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,598,300 -

訓練用機器（スイッチング電源・フィールドネットワー
ク機器一式）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2年1月30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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,006,720 -

訓練用機器（ＣＣ－ＬＩＮＫ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2年1月30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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,291,730 -

訓練用機器（サーバスイッチ用ラック）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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 975,942 -

平成３１年度盛岡菜園センタービル賃貸借（岩手支
部盛岡事務所）

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）トライフォース 7010001139961
代表取締役　渡邉　雅人
神奈川県横浜市西区北幸
２丁目２番１号

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

- 6,984,036 -

平成３１年度施設（遠野実習場）使用賃料（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
職業訓練法人遠野職
業訓練協会

5400005003787
会長　照井　文雄
岩手県遠野市青笹町中沢
８－１－８

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

- 909,568 -

平成３１年度遠野市森林総合センター賃借料（遠野
実習場）（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 遠野市 4000020032085
遠野市長　本田　敏秋
岩手県遠野市東舘町８番
１２号

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

- 1,855,532 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

ＩＴ活用力セミナー広報資料印刷・発送業務（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9月19日
社会福祉法人新生会
あさあけの園

4400005002402
施設長　鈴木　長幸
岩手県紫波郡矢巾町大字
室岡１２－１２８－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,624,920 -

４号館実習場４２０４教室エアコン設置業務（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7月16日 （株）ユアテック 4370001006286
代表取締役　佐竹　勤
宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目１－１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,026,000 -

２０２１年度版三校合同学校案内企画及び制作業務
（東北能開大・青森短大・秋田短大）

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8月21日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　服部
昭三
宮城県仙台市泉区加茂１
－４８－２

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 2,897,950 -

ホームページＷｅｂオープンキャンパス設置業務一
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9月20日
（株）河北アド・セン
ター

8370001007603

代表取締役社長　中山
晴久
宮城県仙台市青葉区五橋
１－２－２８

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 1,923,900 -

訓練用機器（訓練用パソコン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2年2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。

- 6,765,000 -

平成３１年度公用車用ガソリンの調達（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

平成31年4月1日 （株）国際商事 8410001001097
代表取締役　佐藤　竹弥
秋田県秋田市土崎港相染
町字浜ナシ山２番地１２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,077,300 -
予定調達総額（単価契約）
車両用燃料　143.64円/Ｌ 

令和元年度暖房用灯油の購入（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11月5日 港北石油（株） 4410001001084
代表取締役　伊藤　弥
秋田県秋田市飯島道東１
丁目７番５０号

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。

- 3,896,970 -
予定調達総額（単価契約）
白灯油　79.53円/Ｌ 

訓練用備品（新規格対応フルハーネス３５組）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6日 （株）相場商店 9410001000073
代表取締役　相場　栄利
秋田県秋田市楢山登町１
番２０号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 589,050 -

看板等作成一式（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

令和1年12月24日 表示灯（株）仙台支社 7180001040070

支社長　有光　俊二
宮城県仙台市青葉区中央
４－１０－３仙台キャピタ
ルタワー６階

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 864,600 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

外部講師謝金（福島職業能力開発促進センター）

福島支部分任契約管理者
福島職業能力開発促進センター
所長
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

平成31年4月2日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,224,720 -

外部講師謝金（福島職業能力開発促進センター）

福島支部分任契約管理者
福島職業能力開発促進センター
所長
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6月6日
ニューワーク情報サー
ビス（有）

8380002020091
代表取締役　菅原　治
福島県須賀川市栄町３７０
番地

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,034,208 -

「令和２年度離職者訓練受講者募集のご案内」の作
成業務（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11月21日 新日本法規出版（株） 5180001036822
代表取締役　星　謙一郎
宮城県仙台市泉区加茂一
丁目４８番地の２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,218,250 -

訓練用機器（ＰＬＣ制御機器等）の更新整備（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17日 （株）ニノテック 5380001006136
代表取締役　樽川　啓
福島県郡山市島２丁目４４
番２号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,221,000 -

ボイラー設備管理業務（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9月2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。

- 2,161,060 -

複数年契約 R1.11.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 4,422,440円
予定調達総額（単価契約）
平日　1,900.00円/時間 
臨時開庁日　2,375.00円/時間 

２０２０年度離職者訓練受講者募集パンフレット・フ
ライヤー作成及び発送業務（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1日 （株）エイエイピー 9080001000578
代表取締役　土屋　康一
静岡県静岡市駿河区森下
町３番６号

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 2,486,000 -

平成３１年度ガソリン等単価契約（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 日星石油（株） 4060001003538

代表取締役　水戸部　忠
哲
栃木県宇都宮市不動前２
丁目２番５１号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,048,140 -

予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン（税抜）　127.00円/
Ｌ 
洗車（税抜）　900.00円/回 

都市ガス需給契約（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10月2日 東京ガス（株） 6010401020516

代表取締役社長　広瀬
道明
東京都港区海岸１－５－２
０

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 4,337,677 -
予定調達総額（単価契約）
冬期　92.77円/㎥ 
その他期　82.02円/㎥ 

木材の劣化診断測定器一式の購入（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11月14日 早坂理工（株） 7430001013620

代表取締役社長　早坂
岳志
北海道札幌市中央区北４
条東２丁目８番地２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,045,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

オフィスチェア４８脚の購入（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28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－
６－３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,202,080 -

訓練用機器（プロジェクター３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11月28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－
６－３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 930,270 -

平成３１年度リワーク室事務所賃借（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

平成31年4月1日 大栄不動産（株） 6010001049006

代表取締役社長　石村
等
東京都中央区日本橋室町
１－１－８

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

- 18,181,620 -

ＯＡシステム科情報処理システムの賃貸借及び保
守業務一式（再賃借）（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 リコ－リ－ス（株） 7010601037788
代表取締役　瀬川　大介
東京都江東区東雲１－７
－１２

リース期間の満了に伴い有効活用
を図るため、リースを受けていた機
器の再リースであり、当該機器は
同社以外からは賃借できないこと
から、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 8,996,592 -

視聴覚教室天吊プロジェクタ等の購入（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10月30日 （株）コイヌマ 6012801000469
代表取締役　肥沼　直明
埼玉県所沢市北秋津１４０
－１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,116,060 -

視聴覚教室等什器の購入（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12月16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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,465,200 -

令和２年度募集要項の作成（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20日
社会福祉法人東京コ
ロニーコロニー印刷

6011205000217
所長　坂本　崇
東京都東村山市秋津町２
－２２－９

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,254,000 -

機械製図科訓練用機器（３Ｄプリンタ一式）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21日 （株）雄飛堂 2030001008715
代表取締役　中田　弘明
埼玉県さいたま市大宮区
東町１－５４

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,430,000 -

２０２０年度パンフレット等の発送業務（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2年2月7日
社会福祉法人東京コ
ロニー　コロニー東村
山印刷所

6011205000217
所長　坂本　崇
東京都東村山市秋津町２
－２２－９

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,081,300 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

オフィスビジネス系事務用椅子の購入（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2月18日
特定非営利活動法人
ぽぴあ　ぽぴあ仕事セ
ンターライズ

3040005008296
理事長　関口　幸一
千葉県袖ケ浦市蔵波２６７
４－２

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,475,529 -

平成３１年度都市ガス需給契約（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 東京ガス（株） 2010401079028
代表取締役　広瀬　道明
東京都港区海岸１－５－２
０

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 2,138,326 -

令和元年度後期版能力開発セミナー案内製作・印
刷及び発送業務（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8月6日
（株）千葉データセン
ター

6040001004783

代表取締役社長　小泉
忍
千葉県千葉市稲毛区天台
６丁目５番３号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,264,005 -

令和２年度能力開発セミナーコース案内製作・印刷
及び発送業務一式（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31日
（株）千葉データセン
ター

6040001004783

代表取締役社長　小泉
忍
千葉県千葉市稲毛区天台
６丁目５番３号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,426,128 -

訓練用機器（ネットワーク実習用ルータ１３台）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24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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,090,760 -

訓練用機器（シ－ケンス制御用器具一式）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2年1月10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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 380,424 -

高濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務（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

令和1年7月31日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）東京ＰＣＢ処
理

2010401053420

東京ＰＣＢ処理事業所長
田中　淳二
東京都江東区青海三丁目
地先

当該業務は、法令の規定により
「特別管理産業廃棄物処分」に係
る許可を受けた同社以外には履行
できないことから、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 1,619,750 -

離職者訓練講師業務委託契約（産業機械オペレー
ション科担当）（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9月27日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,815,000 -

離職者訓練講師業務委託契約（産業機械オペレー
ション科担当）（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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,782,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

外部講師謝金（高度訓練センター）

千葉支部分任契約管理者
高度訓練センター長
原　裕之 
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
サクセスインターナ
ショナル（株）

7021001024211
代表取締役　遠藤　勝彦
神奈川県秦野市北矢名１
０９１－１０

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 2,235,600 -

訓練用機器（２連式卓上試料研磨機一式）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26日 ケメット・ジャパン（株） 7040001009781
代表取締役　滝川　聡
千葉県千葉市美浜区中瀬
２－６

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,232,000 -

訓練用機器（スウェーデン式貫入試験機一式）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丁目５番９号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 691,900 -

令和２年度版学校案内ガイドブック、リーフレット等
制作等業務（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1年10月28日 （株）裕星グループ 6040001010022
代表取締役　川畑　裕昭
千葉県千葉市緑区古市場
町４７４－２５４

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,088,450 -

令和３年度学生募集要項印刷業務（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1年12月24日 （株）裕星グループ 6040001010022
代表取締役　川畑　裕昭
千葉県千葉市緑区古市場
町４７４－２５４

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,496,000 -

令和２年度能力開発セミナーガイド（８，９００部）の
印刷・発送業務（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29日
（有）津森印刷セン
ター

5040002007794
代表取締役　津森　久雄
千葉県千葉市稲毛区山王
町４２３－１０

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,452,919 -

生産性訓練・ＩＴ活用力セミナーリーフレットの印刷
（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7月25日
社会福祉法人東京コ
ロニー

6011205000217
理事長　中村　敏彦
東京都中野区江原町２－
６－７

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,569,888 -

平成３１年度事務所（上野本所）の賃借（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

平成31年4月1日
三井住友信託銀行
（株）

2010001146005

取締役会長　北村　邦太
郎
東京都港区芝三丁目３３
番１号

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

- 96,660,216 -

平成３１年度事務所（リワークセンター東京）の賃借
（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

平成31年4月1日 （株）長堀ビル 4010501009725

代表取締役社長　長堀
信一
東京都台東区元浅草三丁
目１８番１０号

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

- 52,681,608 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度事務所（多摩支所）の賃借（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

平成31年4月1日
三井住友信託銀行
（株）

2010001146005

取締役会長　北村　邦太
郎
東京都港区芝三丁目３３
番１号

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

- 47,354,052 -

平成３１年度清掃業務（東京障害者職業センター多
摩支所）

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

平成31年4月1日
（株）アサヒファシリティ
ズ東京本店

6010601023987

執行役員本店長　鈴木
博
東京都江東区南砂２丁目
５番１４号

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

- 1,270,080 -

平成３１年度清掃業務（東京障害者職業センター上
野本所）

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

平成31年4月1日
興和不動産ファシリ
ティーズ（株）

4010401009973

代表取締役社長　小河
伸年
東京都千代田区神田淡路
町２丁目３番地淡路町トー
セイ・ビル８階

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

- 1,710,720 -

平成３１年度清掃業務（東京障害者職業センターリ
ワークセンター東京）

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

平成31年4月1日 （株）長堀ビル 4010501009725

代表取締役社長　長堀
信一
東京都台東区元浅草三丁
目１８番１０号

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

- 3,055,968 -

外部講師謝金（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5日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,263,600 -

外部講師謝金（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5日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,041,840 -

外部講師謝金（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5日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,010,880 -

ＪＳＡライブラリサーバに係る利用アカウントの更新
一式（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25日
一般財団法人日本規
格協会

9010405010460
理事長　揖斐　敏夫
東京都港区三田３－１３－
１２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,581,360 -

外部講師謝金（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30日 （株）多能工務店 8010801021137
代表取締役　滝口　尚一
東京都大田区上池台３－
２３－１０－１０２

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,898,880 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

外部講師謝金（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30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,028,560 -

外部講師謝金（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30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,028,560 -

外部講師謝金（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30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,028,560 -

外部講師謝金（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30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,543,360 -

外部講師謝金（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30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,399,840 -

外部講師謝金（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1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 1,144,000 -

訓練用機器（ドローン学習支援システム一式）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
丁目１９番地９

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。

- 14,421,000 -

訓練用機器（ＣＡＬＬ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12月12日
（株）ＪＶＣケンウッド・
公共産業システム

3020001113291
代表取締役　恩田　茂
神奈川県横浜市神奈川区
守屋町３丁目１２番地

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。

- 42,383,000 -
複数年契約 R1.12.12～R7.3.31
2年目以降契約総額 4,125,000円

訓練用機器（マシニングセンタ一式）の修理（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9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
１－５－９ＫＤＸ日本橋本
町ビル４階

製造元会社より、修理に関して代
理店の指定があり、契約相手方が
限られていることから、会計規程第
６７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 4,647,500 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

令和２年度離職者訓練パンフレット２種の作成業務
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1日 （株）エイエイピー 9080001000578

横浜支店支店長　鈴木
俊永
神奈川県横浜市中区桜木
町１－１－７ＴＯＣみなとみ
らい１０階

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 4,983,000 -

都市ガス需給（関東職業能力開発促進センター・神
奈川支部）

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24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

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 3,185,415 -

複数年契約 R1.12.1～R2.12.10
2年目以降契約総額 3,719,760円
予定調達総額（単価契約）
ガス従量料金単価　93.49円/㎥ 

リース機器（電子計算システム）の移設業務（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
日鉄ソリューションズ
（株）

9010001045803

代表取締役社長　森田
宏之
東京都中央区新川２－２０
－１５

リース機器に係る移設等作業であ
り、リース業者が指定する同社以
外の者には履行できないことから、
会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 6,458,400 -

日本版デュアルシステム訓練学生募集広告「広報よ
こはま」掲載一式（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6月19日 （株）横浜メディアアド 3020001023565

代表取締役社長　三浦
彰久
神奈川県横浜市神奈川区
栄町５番地１

令和元年度「広報よこはま」の広告
枠については、横浜市による公募
型指名競争入札により、（株）横浜
メディアアドが落札し、横浜市との
広告枠一括売渡契約を締結してい
ることから、会計規程第６７条第１
号（契約の性質又は目的が競争を
許さないとき）に該当するため。

- 1,434,240 -

日本版ＤＳ訓練学生募集広告「広報よこはま」（令和
２年５月号）掲載一式（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2年3月23日 （株）横浜メディアアド 3020001023565

代表取締役社長　三浦
彰久
神奈川県横浜市神奈川区
栄町５番地１

令和２年度「広報よこはま」の広告
枠については、横浜市による公募
型指名競争入札により、（株）横浜
メディアアドが落札し、横浜市との
広告枠一括売渡契約を締結してい
ることから、会計規程第６７条第１
号（契約の性質又は目的が競争を
許さないとき）に該当するため。

- 1,463,000 -

２０１９年度高障業務課に係る事務所の建物借料
（新潟支部）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
新潟支部 
新潟県長岡市住吉３－１－１

平成31年4月1日 （株）五頭 6110001013488
新潟支社長　斉藤　雅治
新潟県新潟市中央区西堀
通六番町８６６番地

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

- 4,183,092 -

２０１９年度職業準備訓練室賃貸料（新潟障害者職
業センター）

契約担当役支部長 
土井　晴雄 
新潟障害者職業センター 
新潟県新潟市東区大山２－１３－１

平成31年4月1日
公益財団法人新潟市
開発公社

4110005006606
理事長　熊倉　淳一
新潟県新潟市中央区白山
浦１－６１３－６９

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

- 4,406,400 - 公財
都道府県

所管

平成３１年度駐車場の賃借（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

平成31年4月1日 （株）北日本新聞社 9230001000744

代表取締役社長　忠田
憲美
富山県富山市安住町２番
１４号

駐車場賃貸において賃貸事務所
の近辺で一度に６台の確保が困難
であることから、会計規程第６７条
第１号（契約の性質又は目的が競
争を許さないとき）に該当するた
め。

- 1,788,480 -

平成３１年度事務所借料外（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

平成31年4月1日 （株）北日本新聞社 9230001000744
代表取締役社長　忠田
憲美
富山県富山市安住２－１４

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

- 21,486,643 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

事務用備品（椅子２７脚）の購入（石川支部・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 
石川支部 
石川県金沢市観音堂町へ１

令和1年10月9日 （株）にしき堂 9220001004894

代表取締役　西木戸　秀
幸
石川県金沢市古府１丁目
６０番地

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 778,140 -

訓練用備品（椅子６０脚）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11月20日 （株）にしき堂 9220001004894

代表取締役　西木戸　秀
幸
石川県金沢市古府１丁目
６０番地

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,551,000 -

事務用備品（会議机３２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6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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 999,000 -

平成３１年度トナーカートリッジ等の購入（総額）（福
井支部）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
福井支部 
福井県越前市行松町２５－１０

平成31年4月1日 ウインナック（株） 5170001000300

代表取締役社長　西　芳
男
和歌山県和歌山市雑賀崎
２０１７番地の３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,171,908 -

平成３１年度駐車場利用料金（福井障害者職業セン
ター）

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

平成31年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,092,000 -

総合案内板デジタルサイネージによる離職者訓練
受講生募集広報（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 表示灯（株） 7180001040070

代表取締役社長　上田
正剛
石川県金沢市広岡１丁目
１番１８号　伊藤忠金沢ビ
ル５Ｆ

福井県運転者教育センター及び福
井県丹南運転者教育センターにデ
ジタルサイネージの広報実施する
が、当該実施業者のみが可能なた
め。、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 496,800 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 777,600円

事務用イスの更新一式（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1年11月15日
社会福祉法人福井県
セルプ

2210005009682
理事長　大舘　嘉昭
福井県光陽２丁目３－２２

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,509,750 -

令和元年度暖房用灯油（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10月3日 登り坂石油（株） 1090001009931

代表取締役社長　渡邉
良孝
山梨県南都留郡富士河口
湖町船津７８７番地

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,031,406 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　72.50円/Ｌ（税抜） 

壁掛けパンフレットボード等の購入（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2年1月29日 （株）マルモ 1090001002069
代表取締役　丸茂　正樹
山梨県中巨摩郡田富町流
通団地２－３－５

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,523,500 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

２０２０年度能力開発セミナーガイド１００００部（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11月5日
社会福祉法人ながの
コロニー

2100005001691
理事長　島田　政行
長野県長野市徳間１４４３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,070,192 -

平成３１年度都市ガス需給契約（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 松本ガス（株） 8100001014056
取締役社長　清水　是昭
長野県松本市渚２－７－９

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 3,500,000 -

ＰＣＢ廃棄物処理業務（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

令和1年8月1日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）

2010401053420
北海道ＰＣＢ処理事業所
長　松本　修
北海道室蘭市仲町１４－７

当該業務は、法令の規定により
「特別管理産業廃棄物処分」に係
る許可を受けた同社以外には履行
できないことから、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 3,726,800 -

平成３１年度事務所の賃借（岐阜支部岐阜事務所）

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

平成31年4月1日 前田紡績（株） 7180001092871
代表取締役　長坂　寿美
愛知県知多郡東浦町大字
生路字前田２０

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

- 10,218,096 -

平成３１年度駐車場の賃借（岐阜支部岐阜事務所）

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

平成31年4月1日 前田紡績（株） 7180001092871
代表取締役　長坂　寿美
愛知県知多郡東浦町大字
生路字前田２０

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,020,240 -

平成３１年度学生等輸送業務（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 揖斐タクシー（株） 5200001015922

代表取締役　久保田　一
成
岐阜県揖斐郡揖斐川町三
輪９１０－２

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 8,142,152 -

２０２０年度学生募集に係るＪＲ岐阜駅及びＪＲ穂積
駅構内電照式看板広告（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）広誠社 7180001030154
代表取締役　丹羽　典彦
愛知県名古屋市中村区太
閤通８－３０

ＪＲの指定代理店であり、他社との
競合性がなく、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 1,296,000 -

令和元年度訓練用機器等（トルク計・表示計）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29日 （株）東陽テクニカ 8010001051991

代表取締役社長　五味
勝
東京都中奥区八重洲１－
１－６

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,582,152 -

平成３１年度大同生命静岡ビル賃料、駐車場賃料
等（静岡障害者職業センター）

契約担当役支部長 
降籏　英明 
静岡障害者職業センター 
静岡県静岡市葵区黒金町５９－６大同
生命静岡ビル７階

平成31年4月1日 大同生命保険（株） 1120001101172
代表取締役　工藤　稔
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２番１号

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

- 33,972,192 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

訓練用消耗材「平成３１年度訓練用木材等単価契
約」（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）ニッショウ工販 4080001004022
代表取締役　梅本　武
静岡県静岡市葵区古庄６
丁目５番１１号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,085,508 -

予定調達総額（単価契約）
土台・桁・梁（杉一等級ＫＤ材）
3,628.80円/本 
根太・垂木（杉一等級ＫＤ材）　702.00
円/本 
間柱（杉一等級ＫＤ材）　799.20円/本
ほか

訓練用消耗材「平成３１年度訓練用鋼材等単価契
約」（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）ニッショウ工販 4080001004022
代表取締役　梅本　武
静岡県静岡市葵区古庄６
丁目５番１１号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 995,652 -

予定調達総額（単価契約）
丸鋼　黒皮　Ｓ４５Ｃ　98,366.40円/本 
角鋼　黒皮　ＳＳ４００　19,008.00円/
本 
平鋼　磨き　ＳＳ４００　1,508.40円/本
ほか

訓練用消耗材「平成３１年度訓練用電気資材等単
価契約」（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 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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 910,937 -

予定調達総額（単価契約）
ビニル絶縁電線３００ｍ巻ＩＶ１．６ｍｍ
黒　6,874.20円/巻 
ビニル絶縁電線３００ｍ巻ＩＶ１．６ｍｍ
赤　6,874.20円/巻 
ビニル絶縁電線３００ｍ巻ＩＶ１．６ｍｍ
白　6,874.20円/巻　ほか

２０１９年度駐車場の賃借（愛知支部・愛知障害者
職業センター）

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
三菱ＵＦＪ信託銀行
（株）

6010001008770

取締役社長　池谷　幹男
東京都千代田区丸の内１
－４－５三菱ＵＦＪ信託銀
行本店ビル

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 971,958 -

平成３１年度ＭＵＳ豊橋ビル貸室賃料・看板掲出料・
駐車料（愛知障害者職業センター）

契約担当役支部長 
青田　光紀 
愛知障害者職業センター 
愛知県名古屋市中区錦１－１０－１ＭＩテ
ラス名古屋伏見５階

平成31年4月1日
ＭＵＳビジネスサービ
ス（株）

7010601041146
取締役社長　谷口　徳芳
東京都文京区目白台３－
２９－２０

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

- 14,143,224 -

２０１９年度ＭＩテラス名古屋伏見ビル事務所借料
（愛知障害者職業センター）

契約担当役支部長 
青田　光紀 
愛知障害者職業センター 
愛知県名古屋市中区錦１－１０－１ＭＩテ
ラス名古屋伏見５階

平成31年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行
（株）

6010001008770

取締役社長　池谷　幹男
東京都千代田区丸の内１
－４－５　三菱ＵＦＪ信託銀
行本店ビル

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

- 70,631,976 -

平成３１年度ＭＩテラス名古屋伏見ビル清掃業務（愛
知障害者職業センター）

契約担当役支部長 
青田　光紀 
愛知障害者職業センター 
愛知県名古屋市中村区椿町１－１６井
門名古屋ビル４階

平成31年4月1日
（株）ザイマックスアル
ファ

9010001140884

代表取締役社長　吉本
健二
東京都中央区築地１－１３
－１０

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

- 6,972,480 -

２０１９年度航空機製造技能者養成訓練で使用する
教材の購入（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

平成31年4月1日
（株）ブイ・アール・テク
ノセンター

5200001006970
代表取締役　藤本　朗
岐阜県各務原市テクノプ
ラザ１丁目１番地

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 8,170,848 -

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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 エムシー技研（有） 3200002007078
代表者　中平　真一
岐阜県各務原市新鵜沼台
１－１４４

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,244,160 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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）バイナス 8180001086088

代表取締役社長　渡辺
亙
愛知県稲沢市平和町下三
宅三菱９１７－２

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,944,000 -

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,321,920 -

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,296,000 -

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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）インテックス 4180001102914

代表取締役　芝田　弥代
子
愛知県名古屋市中村区椿
町２１－２　第２太閤ビル
ディング５階

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,166,400 -

２０１９～２０２１年度吸収式冷暖房保守点検業務料
（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

令和1年5月15日 三菱重工冷熱（株） 1010701015344
代表取締役　菊池　剛彦
東京都港区芝浦２丁目１１
－５

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。

- 2,808,000 -
複数年契約 R1.5.20～R4.3.31
2年目以降契約総額 5,616,000円

生産性向上支援訓練カリキュラムモデルの印刷（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5月20日
社会福祉法人名古屋
ライトハウス

6180005002828
光和寮寮長　豊嶋　良幸
愛知県名古屋市昭和区川
名１－５

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,096,200 -

訓練用機器（表面性測定機）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 
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

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

- 5,659,200 -

外部講師謝金（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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,346,400 -

訓練用機器（パワーアナライザ（電力・モータ分析））
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26日 藤井機工（株） 2120001016097

代表取締役社長　藤井
一
大阪府大阪市城東区諏訪
３丁目１－１３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,053,910 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

二本デリックロープ及び滑車等取替業務（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10月17日
（株）ＩＭＣ名古屋営業
所

4010401048591
所長　中村　浩二
愛知県知多市北浜町１１
－１

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 1,980,000 -

生産性カリキュラムモデルの印刷（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8日
社会福祉法人名古屋
ライトハウス

6180005002828
光和寮寮長　豊嶋　良幸
愛知県名古屋市昭和区川
名１－５

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,116,500 -

事務所・駐車場の賃借（滋賀障害者職業センター）

契約担当役支部長 
田辺　豪 
滋賀障害者職業センター 
滋賀県草津市野村２－２０－５

平成31年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 11,999,988 -

平成３１年度施設清掃業務（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

特定非営利活動法人
滋賀県精神障害者家
族会連合会ぴあ☆ら
ぼ

1160005006728
理事長　尾畑　聡英
滋賀県大津市和邇今宿８
９２－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 2,667,600 -

訓練用備品（訓練生用更衣ロッカー）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11月13日
滋賀県精神障害者家
族会連合会ぴあ☆ら
ぼ

1160005006728
理事長　尾畑　聡英
滋賀県大津市和邇今宿８
９２－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,668,500 -

訓練用備品（実習室用椅子４２３号室）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2年1月17日
滋賀県精神障害者家
族会連合会ぴあ☆ら
ぼ

1160005006728
理事長　尾畑　聡英
滋賀県大津市和邇今宿８
９２－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,220,780 -

令和２年度求職者登録情報誌印刷製本及び発送業
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2年2月12日
特定非営利活動法人
アイ・コラボレーション

4160005008655
理事長　山本　英嗣
滋賀県草津市草津２丁目
５番１６号

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 3,030,500 -

事務用什器１式（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2月3日
滋賀県精神障害者家
族会連合会ぴあ☆ら
ぼ

1160005006728
理事長　尾畑　聡英
滋賀県大津市和邇今宿８
９２－３

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,001,550 -

求職者情報一覧表（令和元年度下半期発想分）の
作成（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19日
社会福祉法人京都市
洛南障害者授産所

5130005004482

所長　長原　一博
京都府京都市南区吉祥院
西定成町３５障害者就労
継続支援Ｂ型

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,218,250 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

訓練用機器（卓上レーザー加工機１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11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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,457,500 -

令和２年度能力開発セミナーガイド印刷製本及び発
送業務（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12月9日
（株）近畿印刷セン
ター

9122001020881
代表取締役　古田　浩一
大阪府柏原市本郷５丁目
６番２５号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,181,400 -

２０２１年京都短大学校案内パンフレット印刷データ
等作成・製本業務一式（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1年8月28日 （株）コザイ印刷 8130001043382
代表取締役　高井　盛作
京都府舞鶴市京田１３９番
地

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 1,214,950 -

ＯＡフロア化及びカーペット貼り改修業務（大阪障害
者職業センター南大阪支所）

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1月22日
堺電気工事工業協同
組合

3120105000624
理事　花谷　冨二雄
大阪府堺市堺区熊野町東
２丁１番２２号

本件業務は、事務所の賃貸借契約
により、契約相手方が貸主の指定
する業者に限られることから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 2,692,321 -

２０１９年度訓練用教材（リングファイル外）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

平成31年4月1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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,566,054 -

予定調達総額（単価契約）
リングファイル（３０穴）　383.00円/冊 
リングファイル（２穴）　232.00円/冊 
ＰＰＣ用紙　324.00円/冊　ほか

２０１９年度人材情報（全８回）の印刷製本及び発送
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

平成31年4月1日 協和印刷（株） 5120101020120

取締役社長　飯沼　聰一
郎
大阪府堺市堺区寺地町東
２－２－１０

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 2,156,328 -

灯油の購入（単価契約７月～９月１８，０００リットル）
（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19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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,218,888 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　62.70円/Ｌ 

訓練用機器（検定盤１１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江戸堀グロ
ウスビル７Ｆ

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,090,800 -

２０１９下半期版能力開発セミナーコースガイドの作
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7月10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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 894,024 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

フルハーネス型安全帯の購入（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28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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 801,185 -

訓練用機器（ファンクションジェネレータ１０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11月7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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,342,000 -

令和元年度１月・２月・３月開講コース訓練生募集チ
ラシ作成及び発送業務（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7日 （株）トゥユー 7120901000039

代表取締役　赤井　ムツ
ヱ
大阪府茨木市横江一丁目
１４番５号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 956,758 -

災害時備蓄品の購入（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12月6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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,197,567 -

灯油の購入（単価契約１月～３月２０，７２０リットル）
（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12月20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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,598,859 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　70.15円/Ｌ 

ＰＬＣアナログユニット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12月25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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 837,320 -

訓練用機器（ホワイトボード２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12月25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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 715,000 -

令和２年度人材情報（全８回）の印刷製本及び発送
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2年1月10日 （株）トゥユー 7120901000039

代表取締役　赤井　ムツ
ヱ
大阪府茨木市横江一丁目
１４番５号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,979,321 -

訓練用備品（ミーティングデスク１０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2年1月16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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,537,800 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

訓練用機器（ＰＬＣ用拡張メモリ）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2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番２７号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 792,792 -

２０１９・２０２０年度施設清掃業務（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）ハヤシハウジン
グ

6120101005806
代表取締役　林　喜照
大阪府堺市東区日置荘田
中町３５２番地２

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
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。

- 7,293,795 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 7,286,205円

訓練用安全帯の購入（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22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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,145,340 -

事務用備品（会議用椅子６１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5月29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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,505,304 -

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム機器移設
（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

リース機器に係る移設等作業であ
り、リース業者が指定する同社以
外の者には履行できないことから、
会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,123,200 -

訓練用機器（カラー複合機３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22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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,419,768 -

令和３年度入学生用学生募集要項印刷（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3日 （株）紀州商合印刷 6170002001065
代表取締役　東野　和幸
和歌山県和歌山市小額賀
７８３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 2,497,000 -

アルミ型材の購入（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12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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,331,990 -

平成３１年度事務所（リワーク室）の賃借（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

平成31年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 2,428,800 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度事務所（準備支援室）の賃借（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

平成31年4月1日 （株）アムール企画 7140001027220
代表取締役　藤本　憲生
兵庫県芦屋市東山町１４
－２１

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

- 2,345,148 -

平成３１年度メール便発送業務（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

平成31年4月1日
日本郵便（株）尼崎北
郵便局

1010001112577
局長　大道　透
兵庫県尼崎市南塚口町５
－８－１

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 3,358,800 -

予定調達総額（単価契約）
定型サイズ（５０ｇまで）　75.00円/個 
定型外サイズ（１００ｇまで）　85.00円/
個 
定型外サイズ（２５０ｇまで）　86.00円/
個

平成３１年度溶接実習用ガス類（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
西日本イワタニガス
（株）神戸営業所

6120001111687
所長　横山　涼
兵庫県神戸市兵庫区浜崎
通２－７

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,075,086 -

予定調達総額（単価契約）
炭酸ガス　2,250.00円/本 
酸素ガス　830.00円/本 
アセチレンガス　7,700.00円/本　ほか

カラー印刷機用紙（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 第一電子（株） 1140001004992
代表取締役　高取　宏行
兵庫県神戸市西区伊川谷
町有瀬３０１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,078,920 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ３用紙　2,916.00円/箱 
Ａ４用紙　2,430.00円/箱 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）
処理業務

契約担当役支部長 
奥谷　久伸 
兵庫職業能力開発促進センター 
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

令和1年5月17日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）

2010401053420

代表取締役社長　矢尾板
康夫
大阪府大阪市此花区北港
白津２－４－１３

当該業務は、法令の規定により
「特別管理産業廃棄物処分」に係
る許可を受けた同社以外には履行
できないことから、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 1,407,974 -

在職者訓練受講案内広報誌印刷（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5月23日 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　原　慶子
兵庫県西宮市染殿町２－
１１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,374,840 -

２０２０年度版ハローワーク職員向け離職者訓練
コースガイド印刷・発送等業務（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20日 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　原　慶子
兵庫県西宮市染殿町２－
１１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,090,960 -

受講生募集ガイド（簡易版）の作成及び発送業務に
ついて（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 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　高田　嘉敬
兵庫県西宮市染殿町２－
１１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,624,900 -

平成３１年度プリンタトナー（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）藤光商会 7140001014078
代表取締役　後藤　清
兵庫県神戸市兵庫区湊町
３－２－２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,068,854 -

予定調達総額（単価契約）
ＬＰＢ３Ｔ２８Ｖ　20,350.00円/個 
ＴＮＲ－Ｃ３ＬＫ２　16,100.00円/個 
ＴＮＲ－Ｃ３ＬＣ２　17,200.00円/個　ほ
か



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１年度宅配運送業務（メール便）（奈良支部）

契約担当役支部長 
田中　信行 
奈良支部 
奈良県橿原市城殿町４３３

平成31年4月1日
日本郵便（株）橿原郵
便局

1010001112577
局長　石川　光義
奈良県橿原市八木町１－
９－２０

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 1,320,948 -

予定調達総額（単価契約）
Ａ４　厚さ２ｃｍ以内　５００ｇまで
104.00円/円／通（税抜） 
Ａ４　厚さ２ｃｍ以内　１ｋｇまで　144.00
円/円／通（税抜） 
Ａ４　厚さ２ｃｍ以内　２ｋｇまで　221.00
円/円／通（税抜）

平成３１年度土地建物（支援室）賃貸借（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

平成31年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 4,536,000 -

令和２年度施設内離職者訓練募集ポスター及び
リーフレットの作成（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6月26日
社会福祉法人ぷろぼ
の

9150005008305

理事長　山内　民興
奈良県奈良市大宮町３－
５－３９第３やまと建設ビ
ル２０１号

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 757,900 -
複数年契約 R1.6.26～R2.12.28
2年目以降契約総額 2,670,800円

本館１階相談ブースパーテーション調達・設置及び
現行機器廃棄業務（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2年1月27日 （株）カギオカ 9150001011139

代表取締役社長　鍵岡
種彦
奈良県磯城郡田原本町阪
手６５８－１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,155,220 -

訓練用機器（超音波探傷器）外の購入（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2年1月31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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,185,800 -

事務所の賃借（和歌山障害者職業センター職業準
備支援室）

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

平成31年4月1日 （有）太田ビル 9170002000717

代表取締役　太田　万利
子
和歌山県和歌山市太田１
丁目１３番１０号

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

- 5,702,400 -

訓練用機器（３Ｄプリンタ一式）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26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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,420,540 -

敷地の賃借（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23日 和歌山市 6000020302015
和歌山市長　尾花　正啓
和歌山県和歌山市七番丁
２３

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 830,580 -
複数年契約 R1.10.23～R4.3.31
2年目以降契約総額 3,768,000円

平成３１年度ガソリンの購入（島根支部）

契約担当役支部長 
大屋　健一 
島根支部 
島根県松江市東朝日町２６７

平成31年4月1日 安達石油（株） 2280001000044
代表取締役　安達　真人
島根県松江市春日町５６８

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,127,987 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

駐車場の賃借（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28日
（有）はなや不動産コ
ンサルタント

3280002001775
代表取締役　平塚　治
島根県松江市東朝日町８
３－１５

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、会計規程第６
７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 1,416,000 -

令和元年度施設暖房用燃料（Ａ重油）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28日 （株）ジョモネット山陰 9270001003322
代表取締役　井上　賢明
鳥取県米子市昭和町３８
番地１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,059,960 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　66.00円/Ｌ 

平成３１～３３年度清掃業務（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（総合評価）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。

- 3,123,360 -
複数年契約 H31.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 6,246,720円

平成３１年度清掃業務（岡山障害者職業センター）

契約担当役支部長 
藤浪　栄一 
岡山障害者職業センター 
岡山県岡山市北区中山下１－８－４５Ｎ
ＴＴクレド岡山ビル１７階

平成31年4月1日
テルウェル西日本
（株）中国支店

9120001098385

取締役中国支店長　柳瀬
隆良
広島県広島市中区基町６
－７８

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

- 1,255,680 -

「学校案内２０２１」作成等業務（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

令和1年11月22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番３０号

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 5,150,750 -

２０２０年度各種媒体広告掲載業務（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12月9日
（株）キッズ・コーポ
レーション

5013301031674

代表取締役　坂口　剛太
郎
京都府京都市中京区弁慶
町２２３光洋ビル５階

独自の商品であり、代理販売を
行っていないことから、会計規程第
６７条第１号（契約の性質又は目的
が競争を許さないとき）に該当する
ため。

- 1,287,000 -

平成３１年度施設清掃業務及びプール管理業務（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
社会福祉法人吉備の
里

6260005002274
理事長　釜瀬　司
岡山県加賀郡吉備中央町
上野２３２０－１０

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 8,139,960 -

２０２０年度ご案内外の制作作業（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12月16日 （株）セイキ 5260001003599

代表取締役　納所　裕美
子
岡山県岡山市北区七日市
西町７－５１－３

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,067,110 -

平成３１年度駐車場賃借（広島障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島障害者職業センター 
広島県広島市東区光町２－１５－５５

平成31年4月1日 （有）泰栄興産 5240002016965
取締役　長門　弘幸
広島県広島市東区光町２
丁目２番８号

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 1,104,000 -



(様式４)
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国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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
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商号又は名称
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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
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契約金額(円)
(b)
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再就職の
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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）

平成３１年度訓練室及び駐車場賃貸（広島障害者
職業センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島障害者職業センター 
広島県広島市東区光町２－１５－５５

平成31年4月1日 （株）やまと 2240001012778
代表取締役　土居　澄代
広島県広島市東区光町一
丁目８番２０号

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

- 5,166,600 -

賃金職員用パソコン５台の購入及び既存パソコン１
４台廃棄（広島支部・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8日
扶桑電通（株）中国支
店

6010001055706

取締役執行役員支店長
仲　羊一
広島県広島市南区段原南
１丁目３番５３号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,323,300 -

訓練用機器「空調設備一式」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2月21日 （株）野村商会 1240001008744
代表取締役　南　英次
広島県広島市南区比治山
町６－１１

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,180,542 -

「木材（プレカット加工）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3月16日 （株）スガノ 7240001040881
代表取締役　菅野　康則
広島県広島市南区大洲１
丁目１０－１５

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,093,400 -

デジタルカラー複合機の賃貸借及び保守業務（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 （有）オフィスハート 7240002041879
代表取締役　青山　浩二
広島県福山市南手城町３
－１６－２１

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。

- 677,743 -

複数年契約 H31.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 2,710,970円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ１枚～　1.11円/枚 
カラー１枚～　6.82円/枚

消防設備の緊急修繕（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12日
（株）ベッセルテクノ
サービス

6240001030958
代表取締役　澁谷　誠
広島県福山市南本庄三丁
目４番２７号

雷により消防設備が故障し、消防
署からも速やかに復旧するよう厳
しく指導があったため、当該消防点
検委託業者で設備を熟知している
（株）ベッセルテクノサービスに速や
かに対応させる必要があることか
ら、会計規程第６７条第２号（緊急
の必要により競争に付することが
できないとき）に該当するため。

- 1,342,000 -

基礎的ＩＴセミナー受講者募集リーフレット作成業務
（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 （有）マシヤマ印刷 7250002013464
代表取締役　増山　真吾
山口県萩市大字椿３７３２
－７

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 1,506,600 -

２０１９年度プリンタトナー等の調達（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）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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,251,720 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック
14,500.00円/個 
トナーカートリッジ　シアン　19,500.00
円/個 
トナーカートリッジ　イエロー
19,500.00円/個　ほか

ワイヤーストリッパーの購入外１５件（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9月11日 （有）戸井金物店 2250002001044
代表取締役　戸井　弘明
山口県山口市大内御堀１
丁目７番３２号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 862,994 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

訓練用機器（インバータ実習セット）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13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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 888,800 -

訓練用機器（フレキシブルスタンド１６個外４件）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2年1月22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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 985,600 -

訓練用機器（鉄粉濃度計）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2年1月30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

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,408,000 -

平成３１年度施設・設備現況調査業務（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6月5日 スミ建築事務所
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

所長　隅　凖三
香川県丸亀市中府町１丁
目５番５３号

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。

- 1,317,600 -

外部講師謝金（高知職業能力開発促進センター）

高知支部分任契約管理者
高知職業能力開発促進センター
所長
脇尾　一仁 
高知職業能力開発促進センター 
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

令和1年5月30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,632,960 -

外部講師謝金（高知職業能力開発促進センター）

高知支部分任契約管理者
高知職業能力開発促進センター
所長
脇尾　一仁 
高知職業能力開発促進センター 
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

令和1年12月17日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,912,680 -

訓練用機器（Ｐ型１級受信機３個外６件）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2月28日
太平ビルサービス
（株）

6490001001125
代表取締役　狩野　伸彌
高知県高知市駅前町１－
８

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 862,070 -

令和２年度生産性向上支援訓練・ＩＴ活用力セミナー
案内パンフレット印刷業務ほか（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2月28日 （株）高陽堂印刷 4490001006134
代表取締役　崎田　健介
高知県南国市蛍が丘１丁
目３番地２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,012,000 -

Ｗｉｎｄｏｗｓ７　２０２０ライセンスの購入（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3月11日 （株）高知システムズ 4490001001003

代表取締役社長　山本
茂和
高知県高知市本町４－１
－１６高知電気ビル

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,355,200 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

トナーカートリッジ等購入（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

平成31年4月1日 （株）三愛商会 7490001000927

代表取締役　大久保　富
士彦
高知県高知市鴨部２丁目
２０番１６号

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,450,116 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック　9,780.00
円/個 
トナーカートリッジ　マゼンダ　9,780.00
円/個 
ドラムユニット　カラー　24,520.00円/
個　ほか

外部講師謝金（高知短大）

高知支部分任契約管理者
高知職業能力開発短期大学校長
矢野　昇平
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9月26日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,350,360 -

ＪＲ高知駅電照看板広告製作及び取付掲示業務
（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1月16日 （株）近宣四国営業所 8120001063233
所長　小谷　博栄
香川県高松市紺屋町１－
３香川紺屋町ビル

ＪＲの指定代理店であり、他社との
競合性がなく、会計規定第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。、
会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,380,500 -

２０１９年度封筒及び名刺の作成（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

平成31年4月1日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

4290005005441
理事長　小峠　繁
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ
浜１ー１１ー１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,998,000 -

平成３１年度福岡事務所賃借料・共益費（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

平成31年4月1日 福岡県中央信用組合 4290005002505
理事長　坂本　義治
福岡県福岡市中央区赤坂
１丁目１０番１７号

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

- 20,736,000 -

平成３１年度福岡事務所内清掃業務（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

平成31年4月1日 宝美装（株） 3290001014538

代表取締役　大賀　加枝
子
福岡県福岡市博多区博多
駅前４丁目４番２１号グ
リーンビル８階

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

- 2,160,000 -

２０１９年度溶接棒等単価契約の調達（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 （株）筑豊商会 9290001045866
代表取締役　久保　正二
福岡県飯塚市勢田２５６６
番地２

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 1,058,076 -

予定調達総額（単価契約）
被覆アーク溶接棒　11,340.00円/箱 
ＴＩＧ溶接棒　6,696.00円/箱 
アセチレン　10,585.00円/本　ほか

２０１９年度能力開発セミナー四半期版パンフレット
の製作・印刷及び発送業務（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 （株）福田印刷 9290801005689
代表取締役　福田　義信
福岡県北九州市門司区原
町別院３－５

会計規程第６７条第６号（予定価格
が２５０万円を超えない工事若しく
は製造）に該当するため。

- 1,485,388 -

外部講師謝金（福岡職業能力開発促進センター）

福岡支部分任契約管理者
福岡職業能力開発促進センター
所長
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規定第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,036,800 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

離職者訓練紹介用動画及び受講者募集案内（パン
フレット）の作成業務（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7月25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丁目４－２０

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
条第１項（競争に付しても入札者が
ないとき又は再度の入札に付して
も落札者がないとき）に該当するた
め。

- 2,893,000 -

外部講師謝金（福岡職業能力開発促進センター）

福岡支部分任契約管理者
福岡職業能力開発促進センター
所長
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9月3日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,042,800 -

外部講師謝金（福岡職業能力開発促進センター）

福岡支部分任契約管理者
福岡職業能力開発促進センター
所長
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9月3日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,029,600 -

外部講師謝金（福岡職業能力開発促進センター）

福岡支部分任契約管理者
福岡職業能力開発促進センター
所長
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9月3日 （株）アットワーク 8250001004430

代表取締役　内海　やよ
い
山口県山口市小郡下郷３
３８２－１

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,108,800 -

令和２年度在職者訓練に係る施設パンフレット・合
同パンフレットの製作・発送（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13日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

4290005005441
理事長　小峠　繁
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ
浜１－１１－１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,288,100 -

溶接ヒューム集塵装置定期自主検査及び修繕業務
（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1月27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

契約相手方であるアイティープロ株
式会社が、当該機器の販売・保守
に係る業務の代理店として指定さ
れており、その他の業者では当該
業務の履行ができないことから、会
計規程第６７条第１号（契約の性質
又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

- 1,033,450 -

２０１９年度施設内定期清掃業務一式及び除草業務
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
社会福祉法人和光会
コミュニティー庄の里

8290005007871
施設長　奥村　勝志
福岡県飯塚市有安９５９番
地１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 1,242,600 -

モノレールラッピング広告掲載等業務（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5月28日 北九州高速鉄道（株） 3290801000844

代表取締役社長　斉藤
淳
福岡県北九州市小倉南区
企救丘２－１３－１

本業務については、当該法人との
直接契約が条件であるため、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 4,787,660 -
複数年契約 R1.7.8～R6.7.7
2年目以降契約総額 9,389,050円

溶接ヒューム集塵機（ＰｉＥ－１５０ＭＢＬ）故障に伴う
フィルタ交換（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2年3月9日 林酸素（株） 1300001001346
代表取締役　林　隆次郎
佐賀県佐賀市兵庫北７丁
目３番６２号

施設の安全衛生上、緊急に修繕を
完了する必要があり、会計規程第
６７条第２号（緊急の必要により競
争に付することができないとき）に
該当するため。

- 1,034,550 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

消防設備の緊急修繕業務（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6月25日 （株）ビルテック 7330001010495
代表取締役　姫木　亮一
熊本県熊本市北区植木町
大和２６－７

非常時等において訓練生、来所者
等の安全性を速やかに確保する必
要があるため、会計規程第６７条
第２号（緊急の必要により競争に付
することができないとき）に該当す
るため。

- 3,078,000 -

空冷ディーゼル発電機１台外１６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9月25日 （株）山本商店 8290001054100
代表取締役　山本　伸一
福岡県大牟田市西宮浦町
１１－２５

会計規程第６７条第６号（予定価格
が１６０万円を超えない物件の購
入）に該当するため。

- 892,430 -

平成３１年度事務所・駐車場の賃借（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

平成31年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 4,276,800 -

外部講師謝金（川内短大）

鹿児島支部分任契約管理者
川内職業能力開発短期大学校長
古田　光則
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,010,880 -

外部講師謝金（川内短大）

鹿児島支部分任契約管理者
川内職業能力開発短期大学校長
古田　光則
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,360,800 -

外部講師謝金（川内短大）

鹿児島支部分任契約管理者
川内職業能力開発短期大学校長
古田　光則
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,010,880 -

外部講師謝金（川内短大）

鹿児島支部分任契約管理者
川内職業能力開発短期大学校長
古田　光則
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 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規程第６７条第１号（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,088,640 -

ホームページ作製業務（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11月28日 渕上印刷（株） 9340001003769
代表取締役　盛満　公平
鹿児島県鹿児島市南栄３
－１－６

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 2,444,200 -

２０２０年度学校案内パンフレット及びポスター等製
作業務（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3月27日 渕上印刷（株） 9340001003769
代表取締役　盛満　公平
鹿児島県鹿児島市南栄３
－１－６

企画競争実施の公告を行い、受託
を希望する者から企画書等の提出
を受けた後、選定委員会により委
託先として適切であると決定された
者と契約を締結することから、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 2,541,000 -



(様式４)

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

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

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

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(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

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）

平成３１・３２年度緑地管理等業務（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
一般財団法人沖縄県
セルプセンター

7360005004334
理事長　金城　幸範
沖縄県那覇市首里石嶺町
４丁目３７３番地１

会計規程第６７条第１４号（慈善の
ため設立した救済施設から直接に
物件を買い入れ若しくは借り入れ
又は慈善のため設立した救済施設
から役務の提供を受けるとき）に該
当するため。

- 879,120 -
複数年契約 H31.4.1～R3.3.31
2年目以降契約総額 879,120円


