(様式３)

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

岩手障害者職業センタートイレ等改修工事監理業
務
岩手県盛岡市青山４－１２－３０
設計期間 令和2年5月21日～令和2年11月18日

青森障害者職業センタートイレ等改修工事監理業
務
青森県青森市緑２－１７－２
設計期間 令和2年5月21日～令和2年11月18日

山形職業能力開発促進センター本館建替その他工
事監理業務
山形県山形市漆山１９５４
設計期間 令和2年6月8日～令和4年3月31日

岩手職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事監理業務
岩手県花巻市天下田６９－１
設計期間 令和2年6月10日～令和4年3月1日

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

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

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

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

契約を締結した日

令和2年5月11日

令和2年5月11日

令和2年5月15日

令和2年5月15日

契約相手方の
商号又は名称

秋田県建築設計事業
協同組合

秋田県建築設計事業
協同組合

（株）昭和設計仙台事
務所

（株）久慈設計

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

8410005003627

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
理事長 石田 起徳
ることから、会計規程第６７条第４
秋田県大館市相染沢中岱
号（現に契約履行中の工事、製造
１５９－２
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

1,104,400

-

8410005003627

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
理事長 石田 起徳
ることから、会計規程第６７条第４
秋田県大館市相染沢中岱
号（現に契約履行中の工事、製造
１５９－２
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

1,104,400

-

8120001029102

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
所長 山田 高久
ることから、会計規程第６７条第４
宮城県仙台市青葉区中央
号（現に契約履行中の工事、製造
４－６－１
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

17,545,000

-

1400001000552

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
代表取締役 久慈 竜也
ることから、会計規程第６７条第４
岩手県盛岡市紺屋町３－
号（現に契約履行中の工事、製造
１１
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

6,820,000

-

-

18,480,000

-

大分職業能力開発促進センター教室棟・実習場建
替その他工事監理業務
大分県大分市皆春１４８３－１
設計期間 令和2年6月8日～令和5年3月29日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年5月21日

（株）昭和設計九州事
務所

8120001029102

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
所長 藤森 久司
ることから、会計規程第６７条第４
福岡県福岡市中央区赤坂
号（現に契約履行中の工事、製造
１－５－１１
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

秋田障害者職業センター空調設備等改修工事監理
業務
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８
設計期間 令和2年6月8日～令和3年1月4日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年5月25日

秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627

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

-

1,375,000

-

9030001007933

令和元年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
の監理業務であり、同社以外の者
に委託することは不利と認められ
代表取締役 松下 充孝
ることから、会計規程第６７条第４
埼玉県さいたま市中央区
号（現に契約履行中の工事、製造
上落合１－８－１２
又は物件の購入に直接関連する
契約を現に履行中の契約の締結
者以外の者をして履行させることが
不利であるとき）に該当するため。

-

7,700,000

-

宮城職業能力開発促進センター実習場建替その他
工事監理業務
宮城県多賀城市明月２－２－１
設計期間 令和2年6月9日～令和3年10月15日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年5月25日

（株）松下設計

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

和歌山職業能力開発促進センター本館・実習場建
替その他工事監理業務
和歌山県和歌山市園部１２７６
設計期間 令和2年6月9日～令和5年1月31日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年5月25日

（株）綜企画設計千葉
支店

8010001078721

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

横浜・武蔵中原・薬円台・習志野台職員宿舎ブロッ
ク塀取壊し等改修工事
神奈川県横浜市神奈川区台町１７－４ 外３箇所
工期 令和2年7月9日～令和2年12月8日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年7月8日

東海建設（株）

9010001005162

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 白窪 久
であり、会計規程第６８条第１項
東京都千代田区神田神保 （競争に付しても入札者がないとき
町１－１－１３
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

10,769,000

10,736,000

99.7%

青森職業能力開発促進センター屋根等改修工事
青森県青森市中央３－２０－２
工期 令和2年7月29日～令和3年1月30日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年7月28日

志田内海（株）

4420001001091

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役社長 秋田
であり、会計規程第６８条第１項
正孝
（競争に付しても入札者がないとき
青森県青森市佃２－１９－
又は再度の入札に付しても落札者
７
がないとき）に該当するため。

99,638,000

99,000,000

99.4%

秋田障害者職業センター空調設備等改修工事
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８
工期 令和2年7月30日～令和2年12月21日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年7月29日

（株）アクサム

4410001008336

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 武野 智
であり、会計規程第６８条第１項
秋田県大仙市大曲須和町 （競争に付しても入札者がないとき
２－６－７
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。

35,442,000

35,200,000

99.3%

雇用促進住宅管理等業務に係る旧統括事務所原
状回復工事
東京都江東区有明３－５－７ＴＯＣ有明イーストタ
ワー７階
工期 令和2年8月26日～令和2年9月30日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年8月25日

（株）テーオーシーサ
プライ

8010701006147

代表取締役社長 近藤
正一
東京都品川区西五反田７
丁目２２番１７号

建物の賃借契約に付随する原状
回復工事であり、賃貸借契約書に
定める指定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。

14,769,084

14,769,084

100.0%

関西職業能力開発促進センター本館外空調設備改
修工事設計業務
大阪府摂津市三島１－２－１
設計期間 令和2年10月9日～令和3年3月19日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年10月8日

（株）和光設計

8140001014523

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 筒井 透
であり、会計規程第６８条第１項
兵庫県神戸市兵庫区駅南 （競争に付しても入札者がないとき
通２－２－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

10,010,000

-

雇用促進住宅出来島宿舎取壊し工事（第２期）
大阪府大阪市西淀川区出来島１－２－３４
工期 令和2年11月25日～令和3年3月30日

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年11月24日

（株）ツバサ建業

5120002024063

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松下 龍翼 であり、会計規程第６８条第１項
大阪府大阪市西淀川区出 （競争に付しても入札者がないとき
来島３－１－１８
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。

24,090,000

24,090,000

100.0%

-

24,662,000

-

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
契約相手方の
商号又は名称

法人番号

令和3年3月10日

フジテック（株）首都圏
統括本部北関東支店

3160001009212

一般競争入札後の不落随意契約
支店長 岡 智之
であり、会計規程第６８条第１項
埼玉県さいたま市大宮区 （競争に付しても入札者がないとき
吉敷町１－７５－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

35,893,000

35,893,000

100.0%

契約担当役支部長
和式便器更新工事（北海道職業能力開発促進セン
門馬 直城
ター）
北海道職業能力開発促進センター
北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４
工期 令和2年8月5日～令和3年1月22日
－１

令和2年7月31日

理興産業（株）札幌支
店

6430001018422

一般競争入札後の不落随意契約
支店長 斉藤 洋悦
であり、会計規程第６８条第１項
北海道札幌市白石区菊水 （競争に付しても入札者がないとき
６条２丁目３番１０号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

6,215,000

6,160,000

99.1%

旧喫煙室トイレ化外衛生設備改修工事設計監理業
務（函館訓練センター）
北海道函館市日吉町３－２３－１
設計期間 令和2年12月16日～令和3年8月31日

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

令和2年12月15日

（株）佐藤公郎建築設
計事務所

7440001000816

代表取締役 末吉 勇介
北海道函館市末広町２１
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。

-

3,795,000

-

公用車庫建替工事（東北能開大）
宮城県栗原市築館字萩沢土橋２６
工期 令和2年6月9日～令和2年7月31日

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

令和2年6月8日

野口建設（株）

9370201002964

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役社長 野口
であり、会計規程第６８条第１項
典秀
（競争に付しても入札者がないとき
宮城県栗原市築館源光１
又は再度の入札に付しても落札者
２－２４
がないとき）に該当するため。

4,730,000

4,675,000

98.8%

排水管破損部修繕工事（茨城職業能力開発促進セ
ンター）
茨城県常総市水海道高野町５９１
工期 令和2年11月3日～令和2年12月7日

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

令和2年11月2日

関彰エンジニアリング
（株）

8050001015530

代表取締役会長 松本
会計規程第６７条第６号（予定価格
哲夫
が２５０万円を超えない工事若しく
茨城県つくば市東新井１２
は製造）に該当するため。
番地２

2,013,000

1,870,000

92.9%

本館５階電子情報系ＣＡＤ室２空調機仮設工事（関
東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１（本館５階）
工期 令和2年8月19日～令和2年8月31日

契約担当役支部長
狩野 琢哉
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2年8月18日

荒牧空調工業（株）

2060001005916

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

2,244,000

1,694,000

75.5%

１２号棟実習場教室空調機新設及び本館４階電子
情報系計算機室空調更新（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
工期 令和2年12月24日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
狩野 琢哉
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2年12月23日

寺内電設（株）

5060001014732

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

2,043,800

1,320,000

64.6%

群馬職業能力開発促進センター本館昇降機設備更
新工事
群馬県高崎市山名町９１８番地
工期 令和3年3月11日～令和4年2月10日

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約担当役理事
児玉 進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

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）

契約を締結した日

工事等の名称、場所、期間及び種別

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

ＭＥ実習場等空調設備更新その他工事（君津訓練
センター）
千葉県君津市坂田４２８
工期 令和2年9月18日～令和3年2月17日

契約担当役支部長
永野 朝子
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和2年9月17日

（有）三冷設備

2040002069937

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 佐々木 公
であり、会計規程第６８条第１項
平
（競争に付しても入札者がないとき
千葉県君津市人見１７１０
又は再度の入札に付しても落札者
番地４
がないとき）に該当するため。

14,531,000

14,520,000

99.9%

新本館完成に伴う機械警備システム設置等工事
（新潟職業能力開発促進センター）
新潟県長岡市住吉３－１－１
工期 令和2年11月27日～令和2年12月14日

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

令和2年11月26日

セコム上信越（株）

5110001002806

代表取締役社長 山中
会計規程第６７条第６号（予定価格
善紀
が２５０万円を超えない工事若しく
新潟県新潟市中央区新光
は製造）に該当するため。
町１番地１０

1,829,190

1,767,040

96.6%

キュービクル改修等及びＦ棟受水タンク更新等工事
設計監理業務（北陸能開大）
富山県魚津市川縁１２８９－１
設計期間 令和2年7月4日～令和2年8月7日

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

令和2年7月3日

富山県建築設計監理
協同組合

6230005000751

一般競争入札後の不落随意契約
理事長 稲葉 伸一
であり、会計規程第６８条第１項
富山県富山市安住町７－ （競争に付しても入札者がないとき
１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

2,310,000

-

Ｆ棟受水タンク更新等工事（北陸能開大）
富山県魚津市川縁１２８９－１
工期 令和2年10月1日～令和3年2月12日

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

令和2年9月30日

（株）マツバラ工務店

3230001007209

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松原 雅俊 であり、会計規程第６８条第１項
富山県魚津市本江新町１ （競争に付しても入札者がないとき
０番２号
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

5,448,300

5,445,000

99.9%

-

2,167,000

-

第９実習場取壊し及び外構整備工事監理業務（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
設計期間 令和2年7月18日～令和3年1月8日

契約担当役支部長
多井作 和郎
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7月17日

（株）豊建築事務所

4010401030310

対象となる工事は、昨年度実習場
建替え工事の際に諸事情により工
事の途中に除外した部分であり、
当該相手方は上記工事の設計監
代表取締役 田中 秀朗 理業務の委託先であるため、会計
東京都港区南青山１－１５ 規程第６７条第４号（現に契約履行
－１４
中の工事、製造又は物件の購入に
直接関連する契約を現に履行中の
契約の締結者以外の者をして履行
させることが不利であるとき）に該
当するため。

第９実習場取壊し及び外構整備工事（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
工期 令和2年12月1日～令和3年2月19日

契約担当役支部長
多井作 和郎
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11月30日

（株）山市成工

5090001002354

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 遠藤 恭範 であり、会計規程第６８条第１項
山梨県甲府市美咲１－１４ （競争に付しても入札者がないとき
－８
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

14,685,000

14,679,500

100.0%

構内通信線路敷設替え外工事（静岡職業能力開発
促進センター）
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５
工期 令和2年8月19日～令和2年12月11日

契約担当役支部長
畑 英明
静岡職業能力開発促進センター
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５

令和2年8月18日

日進電機（株）

7080001004011

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 山下 勝央 であり、会計規程第６８条第１項
静岡県静岡市駿河区東新 （競争に付しても入札者がないとき
田１－３－６２
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

15,345,613

15,290,000

99.6%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

随意契約に係る情報の公表（工事等）（様式３）
公益法人の場合
契約相手方の
商号又は名称

契約を締結した日

給水配管漏れ修繕工事（滋賀短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
工期 令和3年1月12日～令和3年1月29日

契約担当役支部長
柿谷 智子
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3年1月12日

大崎設備工業（株）

2160001015236

代表取締役 大崎 裕士 会計規程第６７条第６号（予定価格
滋賀県守山市下之郷二丁 が２５０万円を超えない工事若しく
目５番８号
は製造）に該当するため。

1,320,000

1,320,000

100.0%

Ｊ棟女子トイレ改修工事（関西職業能力開発促進セ
ンター）
大阪府摂津市三島１－２－１
工期 令和2年10月16日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
原 裕之
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10月15日

（株）川崎建設

1120901009218

代表取締役 村木 一郎 会計規程第６７条第６号（予定価格
大阪府摂津市鳥飼本町五 が２５０万円を超えない工事若しく
丁目９番３８号
は製造）に該当するため。

2,107,820

2,107,820

100.0%

Ｄ棟屋根ルーフドレイン等改修工事（関西職業能力
開発促進センター）
大阪府摂津市三島１－２－１
工期 令和2年11月10日～令和3年2月26日

契約担当役支部長
原 裕之
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11月9日

（株）川崎建設

1120901009218

代表取締役 村木 一郎 会計規程第６７条第６号（予定価格
大阪府摂津市鳥飼本町五 が２５０万円を超えない工事若しく
丁目９番３８号
は製造）に該当するため。

1,348,600

1,348,600

100.0%

建築系実習棟非常照明修繕工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期 令和2年4月7日～令和2年9月30日

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

令和2年4月6日

錦電設（株）

4120101037297

代表取締役 原 章
会計規程第６７条第６号（予定価格
大阪府岸和田市尾生町４ が２５０万円を超えない工事若しく
４３番地
は製造）に該当するため。

2,237,400

1,936,000

86.5%

春木職員宿舎避難梯子修繕工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市春木泉町３－６、７
工期 令和2年4月22日～令和2年9月30日

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

令和2年4月21日

（株）創建

8120101003956

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

1,210,000

1,177,000

97.3%

学生寮給水改修工事設計監理業務（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
設計期間 令和2年6月3日～令和2年8月31日

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

令和2年6月2日

（株）バウ建築企画設
計事務所

4170001002628

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 松本 好史 であり、会計規程第６８条第１項
和歌山県和歌山市手平３ （競争に付しても入札者がないとき
－１１－９
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。

-

1,320,000

-

学生寮給水改修工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期 令和2年10月20日～令和3年2月26日

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

令和2年10月19日

（株）友仁工業

9120101039256

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 中前 仁志 であり、会計規程第６８条第１項
大阪府岸和田市中井町１ （競争に付しても入札者がないとき
丁目１３７－６
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

10,692,000

10,670,000

99.8%

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）

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

工事等の名称、場所、期間及び種別

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

電子系指導員室床改修工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期 令和2年11月19日～令和3年3月31日

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

令和2年11月18日

（株）創建

8120101003956

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

1,815,000

1,815,000

100.0%

受水槽室老朽設備修繕工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期 令和2年11月20日～令和3年2月26日

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

令和2年11月19日

（株）オクダ

7120101038012

代表取締役 奥田 孝子
大阪府貝塚市澤１２８２

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。

1,914,000

1,782,000

93.1%

管理教室棟更衣室間仕切修繕工事（近畿能開大）
大阪府岸和田市岸の丘町３丁目１番１号
工期 令和2年11月26日～令和3年1月31日

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

令和2年11月25日

（株）フレイム

4120001070092

代表取締役 青井 隆典 会計規程第６７条第６号（予定価格
大阪府大阪市阿倍野区昭 が２５０万円を超えない工事若しく
和町２丁目１番５号
は製造）に該当するため。

1,078,000

988,900

91.7%

本館他照明器具改修工事設計監理業務（山口職業
能力開発促進センター）
山口県山口市大字矢原字花の木１２８４－１
設計期間 令和2年5月11日～令和3年1月20日

契約担当役支部長
松原 孝恵
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5月8日

（株）藤田建築設計事
務所

6250001008318

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 藤田 義之 であり、会計規程第６８条第１項
山口県長門市仙崎４２９５ （競争に付しても入札者がないとき
－８
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

-

1,540,000

-

屋外給水管改修工事（九州能開大）
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
工期 令和2年11月3日～令和3年1月29日

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

令和2年11月2日

村岡工務店

特定個人を識別でき 代表者 村岡 唯七
会計規程第６７条第６号（予定価格
る情報のため表示し 福岡県北九州市門司区黒 が２５０万円を超えない工事若しく
ない
川東２－１１－１４
は製造）に該当するため。

1,672,000

1,499,993

89.7%

第６実習棟床面塗装工事（佐世保訓練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
工期 令和2年10月1日～令和2年12月25日

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

令和2年9月30日

長建工業（株）

4310001003339

代表取締役 古谷 和行 会計規程第６７条第６号（予定価格
長崎県西彼杵郡時津町西 が２５０万円を超えない工事若しく
時津郷１０００－１４５
は製造）に該当するため。

1,260,600

1,144,000

90.8%

正門及び西門アコーディオン門扉改修工事（佐世保
訓練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
工期 令和2年10月22日～令和3年2月26日

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

令和2年10月21日

長建工業（株）

4310001003339

代表取締役 古谷 和行 会計規程第６７条第６号（予定価格
長崎県西彼杵郡時津町西 が２５０万円を超えない工事若しく
時津郷１０００－１４５
は製造）に該当するため。

1,067,000

973,500

91.2%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

(様式３)

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

契約担当役の氏名並びに
施設名及び所在地

契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号

契約相手方の代表者
職氏名及び住所

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

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

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

教室棟防水改修その他工事（川内短大）
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
工期 令和2年10月3日～令和2年12月4日

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

令和2年10月2日

太陽建設（株）

6340001008589

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 上原 敬
であり、会計規程第６８条第１項
鹿児島県薩摩川内市上川 （競争に付しても入札者がないとき
内町３３０７－１
又は再度の入札に付しても落札者
がないとき）に該当するため。

9,427,000

9,405,000

99.8%

生産ロボットシステムコース開設に係る実習場等改
修工事（沖縄能開大）
沖縄県沖縄市字池原２９９４－２
工期 令和2年11月20日～令和3年1月22日

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

令和2年11月19日

（株）米正建設

7360001002151

一般競争入札後の不落随意契約
代表取締役 米盛 みつ
であり、会計規程第６８条第１項
子
（競争に付しても入札者がないとき
沖縄県那覇市字仲井真３
又は再度の入札に付しても落札者
９４－１９
がないとき）に該当するため。

9,339,000

9,196,000

98.5%

備
考
（複数年契約の契約金額は
初年度の額を記載）

