
(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

業務系システム運用管理業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 （株）フォース 5011101011161

代表取締役社長　八木
隆
東京都新宿区下落合一丁
目５番２２

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

- 10,890,000 -
　 
　 

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・電子計算機システム（浜松短
大）

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4月1日 日立キャピタル（株） 6010401024970
代表執行役　川部　誠治
東京都港区西新橋一丁目
３番１号

一般競争入札（総合評価）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。

- 86,411,160 -

複数年契約 R2.4.1～R7.3.31
2年目以降契約総額 345,644,640円

　 
　 

電子計算機システム（港湾短大横浜校）

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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（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。

- 47,271,840 -

複数年契約 R2.4.1～R7.3.31
2年目以降契約総額 189,087,360円

　 
　 

令和２年度分和雑誌の整備

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 1,505,064 -
　 
　 

名刺の作製

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。

- 1,100,000 -
予定調達総額（単価契約）
名刺１００枚　1,375.00円/箱 
　 

有明事務所電気料

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

賃借事務所の電気料であり、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。

- 1,207,472 -
　 
　 

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 31,020,000 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

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）

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 島根県 1000020320005
島根県知事　丸山　達也
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 島根県 1000020320005
島根県知事　丸山　達也
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。

- 2,235,940 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 21,662,541 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 18,299,259 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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　田窪　丈
明
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。

- 3,376,946 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 大阪府 4000020270008
大阪府知事　吉村　洋文
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。

- 10,436,400 -
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公益法人
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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）
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施設名及び所在地
契約を締結した日
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(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 橿原市 3000020292052
橿原市長　亀田　忠彦
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 11,091,748 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 高知県 5000020390003
高知県知事　濱田　省司
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 1,178,037 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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

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。

- 16,694,986 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 10,384,018 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 五所川原市 2000020022055

五所川原市長　佐々木
孝昌
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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　青井　清一
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。

- 3,157,000 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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　青井　清一
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。

- 2,937,687 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 埼玉県 1000020110001
埼玉県知事　大野　元裕
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 1,670,655 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 （有）クレセール 1290802002123
代表取締役　辰本　幸代
福岡県北九州市小倉南区
星和台１丁目１番１号

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。

- 1,080,000 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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。

- 996,000 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 大阪府 4000020270008
大阪府知事　吉村　洋文
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 20,945,244 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 近江八幡市 9000020252042
近江八幡市長　小西　理
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 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 900,000 -
　 
　 

職員借上宿舎賃貸借

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 Ｙ＆Ｒ合同会社 5013303004488
代表社員　阿河　純
東京都豊島区南大塚１丁
目５３番８号

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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 土岐市 8000020212121
土岐市長　加藤　淳司
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。

- 15,515,743 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 大阪府 4000020270008
大阪府知事　吉村　洋文
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。

- 14,873,700 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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）

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 君津市 8000020122254
君津市長　石井　宏子
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 29,478,179 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 京都府 2000020261009
京都府知事　西脇　隆俊
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 名護市 1000020472093
名護市長　渡具知　武豊
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 -
　 
　 

令和２年度雇用促進住宅重原宿舎敷地使用料

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4月1日 刈谷市 5000020232106
刈谷市長　稲垣　武
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　田中
利光
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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年4月1日 大阪市 6000020271004

大阪市港湾局長　田中
利光
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 -
　 
　 



(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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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 -
　 
　 

令和２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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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
ができないことから、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。

- 1,042,800 -
　 
　 

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 1,636,800 -
　 
　 



(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）

インターネット回線（主系）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4月1日 富士通（株） 1020001071491

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

契約先を変更した場合、当該変更
に起因して個別システムのネット
ワーク機器の設定変更を行う必要
があり、相当程度の費用を要する
ことから、会計規程第６７条第４号
（現に契約履行中の工事、製造又
は物件の購入に直接関連する契
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。

- 2,277,000 -
　 
　 

インターネット回線（待機系）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4月1日 富士通（株） 1020001071491

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

契約先を変更した場合、当該変更
に起因して個別システムのネット
ワーク機器の設定変更を行う必要
があり、相当程度の費用を要する
ことから、会計規程第６７条第４号
（現に契約履行中の工事、製造又
は物件の購入に直接関連する契
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。

- 1,848,000 -
　 
　 

令和２年度放送受信料

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。

- 6,920,062 -
　 
　 

不動産登記情報利用料

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4月1日
一般財団法人民事法
務協会

4010005003407
代表理事　内田　貴
東京都千代田区内神田１
－１３－７　四国ビル７階

不動産登記情報をインターネットで
確認できるサービスを提供している
業者が他にいないことから、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。

- 1,293,360 -
　 
　 

ＣＭＳ手数料

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。

- 6,600,000 -
　 
　 

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 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2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。

- 10,824,000 -
　 
　 

雇用促進住宅管理システム通信料

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4月1日
ＮＴＴコミュニケ－ショ
ンズ（株）

7010001064648

代表取締役社長　庄司
哲也
東京都千代田区大手町
２ー３－１

当該システムは、同社が提供する
ＶＰＮ網等を前提として構成されて
おり、同業他社から同回線等を調
達できないことから、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。

- 1,167,386 -
　 
　 

第２８回職業リハビリテーション研究・実践発表会に
係るリーフレットの印刷・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4月9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。

- 1,678,358 -
　 
　 



(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）

「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」のデータ入力業務

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4月9日
社会福祉法人東京コ
ロニートーコロ情報処
理センター

2011205000217
所長　柴田　実千代
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。

- 4,919,200 -
　 
　 

「離職者訓練の手引き（第１０版）」の印刷及び発送
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4月13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。

- 2,634,500 -
　 
　 

「６５歳超雇用推進マニュアル（その３）」の増刷及び
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4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。

- 3,827,153 -
　 
　 

令和２年度高年齢者雇用開発フォーラム（高年齢者
雇用開発コンテスト表彰式）の進行・運営業務及び
会場借上等業務

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4月28日 飯野海運（株） 6010001008655
取締役社長　當舍　裕己
東京都千代田区内幸町２
－１－１

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。

- 3,727,170 -
　 
　 

調査研究報告書等の編集・電子データ作成及び印
刷発送等業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年5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。

- 2,006,345 -
　 
　 

障害者雇用納付金関係助成金及び障害者職場実
習支援事業に係る印刷物の増刷及び発送業務

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5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。

- 3,875,547 -
　 
　 

「支援マニュアルＮｏ９、Ｎｏ１３、Ｎｏ１８」「実践報告
書Ｎｏ２９、Ｎｏ３１」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2年6月5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　岡田　義之
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。

- 5,602,300 -
　 
　 

障害者雇用調整金に係る通知はがきの印刷及び発
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6月8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　岡田　義之
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。

- 1,286,910 -
　 
　 

調査研究報告書等の編集・電子データ作成及び印
刷発送等業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年6月19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。

- 1,367,850 -
　 
　 



(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）

債権データ管理ツール改修等作業

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年6月19日 （株）ＤＴＳ 9010401018458

代表取締役社長　西田
公一
東京都中央区八丁堀ニ丁
目２３番１号

当債権データ管理ツールは当該社
が製作したものであり、他業者によ
る改修は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。

- 2,640,000 -
　 
　 

公開ホームページに係るコンテンツ更新業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年6月23日
（株）アナハイム・テク
ノロジー

4010001074443
代表取締役　清水　卓
東京都千代田区神田東松
下町１０－２

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。

- 338,525 -

複数年契約 R2.6.23～R5.6.30
2年目以降契約総額 1,015,575円
予定調達総額（単価契約）
ＨＴＭｌの新規作成（税抜）　3,000.00円
/ページ 
電子文書の掲載（税抜）　500.00円/
回 
動画ファイルのアップロード（税抜）
800.00円/回

「６５歳超雇用推進事例集２０２０」及び「同２０１９」の
増刷及び発送業務

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6月30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。

- 2,801,931 -
　 
　 

令和２年度障害者雇用支援月間に係る広報用ポス
ター等配布物及び入賞作品展示用掲示物の作製

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13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。

- 1,337,380 -
　 
　 

令和元事業年度財務諸表等に関する官報掲載

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15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。

- 2,542,320 -
　 
　 

「第２８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

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。

- 1,456,928 -
　 
　 

令和２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 
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5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。

- 1,335,400 -
　 
　 

給与システムに係る税制改正対応改修業務

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2年8月17日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）

7010401022924

公共第一ソリューション事
業部事業部長　上水流
正秀
東京都港区三田１－４－２
８

当該システムの著作権を有するシ
ステム開発業者以外には履行する
ことができないものであり、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。

- 21,811,680 -
　 
　 

障害者の週２０時間未満の短時間雇用に関する調
査研究に係るアンケート調査票の印刷・封入・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8月21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　岡田　義之
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。

- 3,379,456 -
　 
　 



(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）

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9月7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 -
　 
　 

第４０回全国障害者技能競技大会における宿泊施
設等手配業務

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9月11日 （株）ＪＴＢ 8010701012863

代表取締役社長執行役員
山北　栄二郎
東京都品川区東品川二丁
目３番１１号

愛知県が既に契約を締結した当該
業務について機構が引継ぐことか
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。

- 30,579,610 -
　 
　 

第４０回全国障害者技能競技大会会場借用

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9月14日
愛知国際会議展示場
（株）

1180001130934

代表取締役社長　モルガ
ン・ショドゥレール
愛知県常滑市セントレア５
丁目１０番１号

愛知県が既に契約を締結した当該
業務について機構が引継ぐことか
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。

- 28,326,974 -
　 
　 

第１０回国際アビリンピックへの日本選手団派遣業
務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年10月5日 （株）ＪＴＢ 8010701012863

代表取締役社長執行役員
山北　栄二郎
東京都品川区東品川二丁
目３番１１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。

- 84,260,407 -
　 
　 

障害者雇用納付金システムに係るサーバ機器等の
賃貸借

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19日 東京センチュリー（株） 6010401015821
代表取締役　野上　誠
東京都千代田区神田練堀
町３番地

リース期間の満了に伴う次期シス
テムの稼働（令和4年11月から）ま
での期間の延長であり、価格競争
等による選定にはないじまないこと
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。

- 224,895 -

複数年契約 R2.10.19～R4.9.30
2年目以降契約総額 809,622円

　 
　 

障害者雇用納付金システムに係るサーバ機器等の
保守

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年10月19日 富士通ｊａｐａｎ（株） 5010001006767

第二ビジネスプロデュース
グループ
公共ビジネス本部長　佐
藤　宏幸
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

保守期間の満了に伴う次期システ
ムの稼働（令和4年11月から）まで
の期間の延長であり、価格競争等
による選定にはないじまないことか
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。

- 3,906,991 -

複数年契約 R2.10.19～R4.9.30
2年目以降契約総額 4,948,658円

　 
　 

「令和３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2年10月26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。

- 2,493,810 -
　 
　 

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2年10月28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。

- 1,146,530 -

複数年契約 R2.10.28～R4.2.28
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2年10月28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。

- 2,079,000 -

複数年契約 R2.10.28～R4.2.28
2年目以降契約総額 9,801,000円

　 
　 



(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）

ＬＥＤライト（懐中電灯）、乾電池、寝袋の購入

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2年10月29日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都葛飾福
祉工場

6011205000217
所長　鬼頭　克介
東京都葛飾区金町２－８
－２０

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。

- 2,397,120 -
　 
　 

新機能端末導入に係る仕様書作成業務

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11月6日
伊藤忠テクノソリュー
ションズ（株）

2010001010788

東日本営業第１部部長
重政　敏文
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。

- 20,499,600 -
　 
　 

令和２事業年度財務諸表等の会計監査人監査業務

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11月11日
有限責任あずさ監査
法人

3011105000996

指定有限責任社員公認会
計士　井上　東
東京都新宿区津久戸町１
番２号

会計監査人の選任に基づく契約で
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。

- 46,257,750 -
　 
　 

『定年延長・継続雇用延長の効果と課題』等の編
集・増刷及び発送等業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年11月18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。

- 3,469,400 -
　 
　 

「７０歳雇用推進マニュアル」（仮称）のグラフィックデ
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2年11月18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。

- 4,667,212 -
　 
　 

令和３年版障害者生活相談員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11月20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。

- 3,965,720 -
　 
　 

マイナビ２０２２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2年11月24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

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選定して
契約するものであることから、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。

- 506,000 -

複数年契約 R2.11.24～R4.2.28
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2年12月1日 （株）カタルチア 5010001169382
代表取締役　髙橋　絵里
東京都港区芝３－４０－４

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。

- 943,800 -
　 
　 

非常用蓄電池の購入

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2年12月4日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都葛飾福
祉工場

6011205000217
所長　鬼頭　克介
東京都葛飾区金町２－８
－２０

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。

- 14,300,000 -
　 
　 



(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）

暗号化ファイルアップローダシステムの従系回線対
応に伴う基幹ネットワーク設定変更業

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年12月4日 富士通（株） 1020001071491

官公庁第四統括ビジネス
部長　早田　耕司
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

基幹ネットワークの保守業者以外
に実施させることは大きなリスクが
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。

- 2,248,400 -
　 
　 

ソフトウェア（ＪＡＷＳバージョン２０２０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2年12月8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。

- 1,528,703 -
　 
　 

名刺の作製

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12月8日
（株）あけぼのイトウ印
刷

6010501030101
代表取締役　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。

- 825,000 -

複数年契約 R3.3.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,237,500円
予定調達総額（単価契約）
名刺１００枚　1,375.00円/箱 
　 

研究成果物等（２種）の印刷（障害者支援部門）

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和2年12月8日 情報印刷（株） 9020001069413
代表取締役　山下　大
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。

- 1,620,850 -
　 
　 

研修のご案内印刷および発送

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12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。

- 1,081,058 -
　 
　 

高年齢者等雇用相談・援助業務に係るリーフレット
等及び企業診断システムチェックリストの印刷及び
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12月11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。

- 1,550,754 -
　 
　 

２０２１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2年12月11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。

- 1,867,360 -
　 
　 

リクナビ２０２２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2年12月11日 （株）リクルート 5010001149426

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。

- 880,000 -

複数年契約 R2.12.11～R4.2.14
2年目以降契約総額 1,210,000円

　 
　 

地域障害者職業センターの利用者用パソコン等に
使用する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2年12月14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。

- 1,008,150 -
　 
　 



(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）

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2年12月14日 （株）丸井工文社 6010901011444

代表取締役社長　今井
晋太郎
東京都港区南青山７－１
－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。

- 957,869 -
　 
　 

令和４年４月採用職員募集に係るＷＥＢ説明会コン
テンツの制作及びバナー広告掲載業務

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2年12月14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

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選定して
契約するものであることから、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。

- 1,485,000 -

複数年契約 R2.12.14～R4.2.28
2年目以降契約総額 0円

　 
　 

「就労困難性（職業準備性と就労困難性）の評価に
関する調査研究」における就労支援機関対象調査
に係る調査票等の印刷、発送、並びに回答の電子
化

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12月17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。

- 1,973,620 -
　 
　 

アドバイザー向けツールに係るリーフレット及びパン
フレットの印刷、デザイン変更及び発送業務

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12月18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。

- 1,120,597 -
　 
　 

カリキュラム作成ナビ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12月18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。

- 1,111,000 -
　 
　 

第４０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2年12月22日 富士ソフト企画（株） 7021001009732

代表取締役社長　須藤
勝
神奈川県鎌倉市岡本２－
１３－１８

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。

- 1,045,550 -
　 
　 

令和２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3年1月8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。

- 1,581,250 -
　 
　 

地域障害者職業センター等で活用するＤＶＤ、書籍
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3年2月1日
社会福祉法人友愛十
字会友愛書房

3010905000792
常務理事　酒井　健治
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。

- 3,955,161 -
　 
　 

令和４年度応用課程学生募集要項の印刷・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3年2月1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。

- 1,405,074 -
　 
　 



(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・横浜）給水設備及び換
気設備等更新業務

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3年2月2日 （有）大黒建装 9040002031477
代表取締役　谷口　裕哉
千葉県船橋市丸山２－３０
－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。

- 1,482,800 -
　 
　 

障害者雇用納付金関係助成金に係るリーフレット等
印刷物（令和３年度改訂版）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3年2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。

- 4,915,130 -
　 
　 

令和3年度65歳超雇用推進助成金パンフレット及び
令和３年度「65歳超雇用推進助成金　支給申請の
手引き」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3年2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。

- 7,514,364 -
　 
　 

ワークサンプル幕張版（ＭＷＳ）新規課題の購入及
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3年2月15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。

- 15,316,884 -
　 
　 

機構ホームページのコンテンツマネジメントシステム
データ転送業務

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3年2月15日 ビッグローブ（株） 2010001146797

代表取締役社長　有泉
健
東京都品川区東品川四丁
目１２番４号

本案件は、特殊の技術を必要とす
るため、現行運用保守業者以外の
者による履行が困難であり、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。

- 2,200,000 -
　 
　 

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3年2月26日 （株）開周堂 8040001001325
代表取締役　小松　和平
千葉県千葉市中央区中央
４－９－７

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。

- 1,425,600 -
　 
　 

職場適応促進のためのトータルパッケージの支援
方法解説用の映像制作業務

契約担当役理事 
児玉　進矢 
本部 
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年3月8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。

- 2,208,800 -

総合適性検査ＴＡＰ試験問題及び採点（令和４年４
月採用職員募集採用試験）

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3年3月19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

当該テストは平成２４年度採用以
降継続して使用しており、テストの
内容を変更すると、同一の指標で
の分析が難しく、組織の均衡を保
つための適確な採用試験実施に支
障をきたすことにつながることか
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。

- 1,242,890 -

訓練用機器（マシニングセンタ一式）の修理（北海道
職業能力開発促進センター）

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

令和2年7月6日 興共産業（株） 7040001002233
代表取締役　水上　修
千葉県千葉市稲毛区轟町
１丁目４番２１号

当該機器の修理は、その納入業者
が行うよう当該機器の製造元が発
行した代理店証明書により指定さ
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。

- 1,833,700 -
　 
　 



(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）

新棟建て替え工事に伴う３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ電算
機システムリース内ネットワーク配線機器移設・新
設業務（北海道能開大）

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

令和2年7月30日
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）北
海道支店

7020001077145

北海道支店長　小谷　洋
正
北海道札幌市中央区北二
条西４－１

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。

- 8,580,000 -
　 
　 

令和２年度プリンター用トナー外の調達（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4月1日
ＭＣサプライアンドサ
ポート（株）

6011201016704

代表取締役　鈴木　秀幸
東京都千代田区内神田２
丁目７－８第１５岡崎ビル
１Ｆ

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。

- 1,109,801 -
予定調達総額（単価契約）
トナー（ブラック）　26,450.00円/本 
トナー（マゼンダ）　25,100.00円/本 
トナー（イエロー）　25,100.00円/本
ほか

令和２年度ガソリン代（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4月1日 （株）小鹿産業 3420001000838
代表取締役　小鹿　学
青森県青森市金沢４丁目
１５番８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。

- 990,220 -
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　131.00円/Ｌ 
ハイオクガソリン　141.00円/Ｌ 

令和２年度トナーカートリッジ外（オルフィス用）の調
達（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4月1日 （有）博映商事 1290002012402
代表取締役　片岡　秀規
福岡県中央区舞鶴１丁目
３－３１－２２０

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。

- 1,077,450 -
予定調達総額（単価契約）
トナー（ブラック）　32,400.00円/本 
トナー（グレイ）　35,400.00円/本 
トナー（マゼンダ）　35,400.00円/本
ほか

令和２年度受講生募集チラシの印刷（単価契約）
（青森職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柏野　慶太 
青森職業能力開発促進センター 
青森県青森市中央３－２０－２

令和2年4月1日 青森コロニー印刷 7420005000351
理事長　横内　正秋
青森県青森市幸畑字松元
６２番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。

- 1,044,736 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 10,032,000 -
　 
　 

訓練用機器（デジタルオシロスコープ一式）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4月28日 （株）電技パーツ 2420001001416

代表取締役社長　佐藤
康美
青森県青森市第二問屋町
３丁目６番４４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。

- 1,012,330 -
　 
　 

訓練用機器（シーケンス制御実習装置１１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12月1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。

- 1,140,700 -
　 
　 

訓練用什器（作業台１５式外）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12月18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。

- 1,029,050 -
　 
　 



(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

令和2年4月1日 （株）ミツウロコ 5010001139963

代表取締役社長　田島
晃平
東京都中央区京橋三丁目
１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。

- 7,113,372 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 835,179 -
　 
　 

令和２年度遠野市森林総合センター（遠野実習場）
賃借料（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

令和2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 -
　 
　 

３号館３３０９教室フロアタイル張替え業務（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3年2月12日 （有）ワダ 3370202004544
代表取締役　和田　雅弘
宮城県栗原市築館薬師４
丁目１番６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。

- 1,760,000 -
　 
　 

令和２年度「広報やまがた」への広告掲載（山形職
業能力開発促進センター）

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

令和2年4月3日
（株）ダイバーシティメ
ディア

2390001000561
代表取締役　吉村　和文
山形県山形市あこや町１
－２－４

地方公共団体との取り決めにより
契約相手方が一に定められている
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。

- 1,155,000 -
　 
　 

臨時駐車場の賃借（山形職業能力開発促進セン
ター）

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

令和2年8月6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

駐車場賃貸借において賃貸事務
所の近辺で必要台数の確保が困
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。

- 2,887,500 -
　 
　 

Ａｄｏｂｅ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｕｄ　ライセンス更新（山形職
業能力開発促進センター）

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

令和3年1月19日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田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。

- 1,424,500 -
　 
　 

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2年6月10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。

- 1,053,360 -
　 
　 

離職者訓練広報用看板の製作と設置（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7月9日 長田広告（株） 5180001097294
代表取締役　長田　一郎
愛知県津島市東柳原町五
丁目５番地１

本件の設置物は、長田広告株式会
社が占有しており、同業他社は取
り扱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。

- 399,520 -

複数年契約 R2.7.9～R4.8.31
2年目以降契約総額 785,400円

　 
　 



(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３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2年11月13日 （株）民報印刷 3380001001691
代表取締役　遠藤　義範
福島県福島市佐倉下字二
本榎前１０番地の７

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。

- 1,265,000 -
　 
　 

外部講師謝金（いわき訓練センター）

福島支部分任契約管理者
いわき訓練センター長
藤井　裕之 
いわき訓練センター 
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

令和2年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。

- 1,275,120 -
　 
　 

外部講師謝金（いわき訓練センター）

福島支部分任契約管理者
いわき訓練センター長
藤井　裕之 
いわき訓練センター 
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

令和2年7月28日 （株）飛馬 3380001013695
代表取締役　鈴木　征子
福島県いわき市常磐西郷
町銭田１０６番２６

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。

- 2,134,440 -
　 
　 

外部講師謝金（いわき訓練センター）

福島支部分任契約管理者
いわき訓練センター長
藤井　裕之 
いわき訓練センター 
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

令和2年9月11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。

- 1,330,560 -
　 
　 

訓練用機器（既設コンプレッサ用エアタンク一式）の
購入（いわき訓練センター）

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

令和2年12月3日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

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 -
　 
　 

訓練用機器（ライセンスサーバシステム一式）の購
入（いわき訓練センター）

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

令和2年12月4日 （株）大塚商会 1010001012983
代表取締役　大塚　裕司
東京都千代田区飯田橋２
丁目１８番４号

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 -
　 
　 

訓練用機器（ウェアラブルカメラ３式他）の購入（いわ
き訓練センター）

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

令和2年12月17日 （株）共栄ブレーン 8380001000391
代表取締役　堀江　茂男
福島県福島市飯坂町平野
字代１２番地の２０

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。

- 1,353,000 -
　 
　 

外部講師謝金（いわき訓練センター）

福島支部分任契約管理者
いわき訓練センター長
藤井　裕之 
いわき訓練センター 
福島県いわき市内郷綴町舟場１－１

令和2年12月17日 （株）飛馬 3380001013695
代表取締役　鈴木　征子
福島県いわき市常磐西郷
町銭田１０６番２６

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 -
　 
　 

訓練用備品スポットエアコン５台及び赤外線灯油
ヒーター２台の購入（いわき訓練センター）

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

令和3年1月12日 （株）ウエノいわき支店 7010501001159
支店長　大菅　栄二
福島県いわき市小名浜住
吉字浜路５６

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）

無線ＬＡＮアクセスポイント他の購入（いわき訓練セ
ンター）

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

令和3年2月2日 （株）富士通エフサス 8010401056384
支店長　阿部　芳男
福島県いわき市平字大町
１０番４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。

- 1,599,950 -
　 
　 

清掃業務（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2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

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。

- 1,383,459 -

複数年契約 R2.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 2,779,161円
予定調達総額（単価契約）
一日単価（税抜）　3,710.00円/日 
　 

訓練機器（デスクトップパソコン３台）の購入（会津訓
練センター）

契約担当役支部長 
高野　裕之 
会津訓練センター 
福島県会津若松市神指町大字南四合
字深川西２９２

令和2年7月9日 三英堂事務機（株） 2380001005264
代表取締役　柳沼　克郎
福島県郡山市大町１丁目
６番１４号

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。

- 825,000 -
　 
　 

令和３年度離職者訓練受講者募集パンフレット製作
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 
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 （株）光和印刷 6050001000955

代表取締役社長　宮角
知安
茨城県水戸市元吉田町１
８２３－２２

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。

- 1,970,100 -
　 
　 

訓練用機器（ワイヤレスアンプ他）の購入（茨城職業
能力開発センター）

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3年2月18日
美和電気工業（株）茨
城営業所

9011101020778

茨城営業所長　遠藤　和
典
茨城県水戸市笠原町１５５
１番２Ｔ・Ｋオフィス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。

- 1,260,600 -
　 
　 

令和２年度ガソリン等の調達（栃木支部・栃木障害
者職業センター・栃木職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
狩野　琢哉 
栃木支部 
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

令和2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番地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。

- 1,049,070 -
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　125.00円/Ｌ 
洗車　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 
狩野　琢哉 
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2年9月25日 ＥＮＥＯＳ（株） 4010001133876

電気ガス販売部長　靏
能治
東京都千代田区大手町１
丁目１番２号

公募により選定した相手方と契約
するものであることから、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。

- 4,521,266 -
　 
　 

令和２年度大学校清掃業務（関東能開大）

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4月1日 （株）東武 6370001021309

代表取締役社長　中島
照夫
宮城県仙台市青葉区立町
１番２号

一般競争入札（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。

- 8,580,000 -
　 
　 

ロータリーバンドソーの購入（関東能開大）

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5月28日 鈴木機械（株） 1060001010470
代表取締役　鈴木　勤
栃木県鹿沼市天神町１７０
２番地

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 -
　 
　 



(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）

可変式直流安定化電源の購入（関東能開大）

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5月28日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

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。

- 1,540,000 -
　 
　 

スチームコンベクションオーブン更新整備（関東能開
大）

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10月29日 ホシザキ北関東（株） 6030001007713
代表取締役　遠藤　厚
埼玉県さいたま市北区宮
原町３－３６

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。

- 935,000 -
　 
　 

ホームページ改修業務（関東能開大）

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11月17日 （株）ケーシーエス 7050001000888
代表取締役　金澤　博之
茨城県水戸市谷津町１番
４０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。

- 2,915,000 -
　 
　 

振動分析計一式２セットの購入（関東能開大）

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3年1月6日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

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。

- 1,023,660 -
　 
　 

訓練用機器（デュアルカレント方式電子負荷装置）
の購入（関東能開大）

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3年1月14日 穂高電子（株） 4020001010554
代表取締役　鈴木　勝也
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－１２－１２

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。

- 1,375,000 -
　 
　 

学生寮居室内平机及び椅子各４０台の購入（関東
能開大）

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3年1月14日 （株）小山中板堂 1060001014868
代表取締役　菊池　道明
栃木県小山市東城南４丁
目６番地３

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。

- 1,170,400 -
　 
　 

事務用機器（リソグラフ１台）の更新整備（関東能開
大）

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3年1月14日 システム興産（株） 8060001002131
代表取締役　金田　正章
栃木県宇都宮市鶴田町１
５５９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。

- 990,000 -
　 
　 

トイレ用自動水栓の調達及び設置業務（群馬職業
能力開発促進センター）

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

令和2年11月11日 石田建材工業（株） 3070001006177
代表取締役　水野　伸一
群馬県高崎市上中居町６
８４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。

- 1,160,500 -
　 
　 

令和２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 
山谷　隆則 
埼玉障害者職業センター 
埼玉県さいたま市桜区下大久保１３６－
１

令和2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。

- 18,518,328 -
　 
　 



(様式４)
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応札・
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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 
白石　肇 
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。

- 8,637,252 -
　 
　 

訓練用機器（ＴＩＧ溶接機ほか）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 
白石　肇 
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9月15日 武蔵産業（株） 3010101003880
代表取締役　中島　始広
東京都八王子市宇津木町
７４８－２

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。

- 1,023,000 -
　 
　 

評価室の椅子の購入（国立職業リハビリテーション
センター）

契約担当役所長 
白石　肇 
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11月17日 （株）コイヌマ 6012801000469
所長　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。

- 1,590,600 -
　 
　 

令和３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 
白石　肇 
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12月16日
社会福祉法人東京コ
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。

- 1,430,000 -
　 
　 

ノートパソコン（ＯＡ事務科）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 
白石　肇 
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3年1月13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

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。

- 1,087,900 -
　 
　 

訓練用機器（電子黒板（設定含む））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 
白石　肇 
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3年1月13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

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。

- 1,100,000 -
　 
　 

２０２１年度パンフレット等の発送（国立職業リハビリ
テーションセンター）

契約担当役所長 
白石　肇 
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3年1月15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　祟
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。

- 1,069,200 -
　 
　 

（エネセン）特高受変電設備及び非常用発電機年次
点検一式（国立職業リハビリテーションセンター）

契約担当役所長 
白石　肇 
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3年3月9日
東芝インフラシステム
ズ（株）

2011101014084

東京営業本部長　中原
功
東京都新宿区西新宿６－
２４－１

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。

- 1,390,400 -
　 
　 

令和２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

令和2年4月1日
ＪＸＴＧエネルギー
（株）

4010001133876
代表取締役　大田　勝幸
東京都千代田区大手町１
－１－２

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。

- 2,185,688 -

複数年契約 R2.4.1～R3.4.30
2年目以降契約総額 93,295円
予定調達総額（単価契約）
定額基本料金　6,677.00円/月 
基準単位料金　99.97円/㎥ 



(様式４)
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都道府県
所管の区
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応札・
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　数
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高濃度ＰＣＢ廃棄物（コンデンサ（蓄電池））処理業
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2年9月24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。

- 8,739,700 -
　 
　 

訓練用機器（Ｙ－△始動モーター及び電磁接触器類
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10月6日 増山電機（株） 1011501004355
代表取締役　増山　茂樹
東京都北区志茂５－４－５

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。

- 391,600 -
　 
　 

離職者訓練（施設内訓練）（令和３年度版）パンフ
レットの印刷製本（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10月8日 三陽メディア（株） 9040001053992
代表取締役　地引　佳夫
千葉県千葉市中央区浜野
町１３９７

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。

- 1,490,940 -
　 
　 

訓練用機器（３Ｄプリンタ一式）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10月16日 協栄産業（株） 3011001006511
代表取締役　水谷　廣司
東京都渋谷区松濤２丁目
番４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。

- 1,210,990 -
　 
　 

訓練用機器（試料研磨装置一式）の購入（千葉職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
永野　朝子 
千葉職業能力開発促進センター 
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

令和2年10月28日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２－１

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。

- 1,274,900 -
　 
　 

訓練用機器（教材開発用ノートパソコン一式）の購
入（千葉職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
永野　朝子 
千葉職業能力開発促進センター 
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

令和2年11月30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。

- 726,000 -
　 
　 

訓練用機器（デジタルＭＡＧ／ＭＩＧ溶接機一式）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12月11日
富士エンタープライズ
（株）

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

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。

- 937,200 -
　 
　 

令和３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（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12月18日 （株）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
東京都杉並区高円寺南４
－１９－３

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。

- 1,375,000 -
　 
　 

訓練用機器（ビジネスプロジェクター一式）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3年2月8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。

- 1,032,405 -
　 
　 



(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2年4月20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。

- 2,376,000 -
　 
　 

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3年1月8日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）

2010401053420
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。

- 12,129,656 -
　 
　 

訓練用機器（冷凍・空調実習装置一式）の購入（高
度訓練センター）

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

令和2年6月24日 （株）ＨＡＴＯ 9010001125753

代表取締役　山口　義雄
東京都千代田区飯田橋２
－５－２エマタナカビル３
階

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。

- 995,500 -
　 
　 

訓練用機器（高周波測定機器機械校正キット６式）
の購入（高度訓練センター）

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

令和2年8月5日 日本電計（株） 9010501010505
代表取締役　佐藤　信介
東京都台東区上野５丁目
１４番１２号

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。

- 1,230,900 -
　 
　 

訓練用機器（絶縁監視装置一式）の購入（高度訓練
センター）

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

令和2年10月7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

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。

- 1,180,080 -
　 
　 

訓練用機器（インバータ実習用教材一式）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2年11月5日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役社長　徳重
敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１－４

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。

- 1,232,000 -
　 
　 

令和４年度版学校ガイドブック、リーフレット外制作
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11月5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。

- 1,210,440 -
　 
　 

学生寮内防犯カメラ設置（千葉短大成田校）

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

令和2年11月24日
日本テクニカル・サー
ビス（株）

9010901009056
代表取締役　米谷　恭児
東京都世田谷区池尻３－
１０－３

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。

- 388,300 -
　 
　 

ＣＮＣ旋盤刃物台ユニット引取修理（千葉短大成田
校）

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

令和2年12月7日
富士エンタ－プライズ
（株）

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

部品交換のみならず、販売元の工
場へ搬入し、当該機器の摺動面の
研磨という極めて専門的な修理が
必要となり、代理店である富士エン
タープライズ（株）との契約によらざ
るを得ないことから、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。

- 4,904,240 -
　 
　 



(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４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3年1月13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。

- 1,502,600 -
　 
　 

令和３年度能力開発セミナーガイド等印刷及び発送
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3年1月15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。

- 1,528,208 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 98,450,208 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 53,657,208 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 48,230,988 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 1,742,400 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 3,112,560 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 1,293,600 -
　 
　 

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

令和2年4月7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。

- 1,060,920 -
　 
　 



(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2年4月7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（職業大）

契約担当役校長 
圓川　隆夫 
職業能力開発総合大学校 
東京都小平市小川西町２－３２－１

令和2年4月7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（職業大）

契約担当役校長 
圓川　隆夫 
職業能力開発総合大学校 
東京都小平市小川西町２－３２－１

令和2年4月7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。

- 1,700,560 -
　 
　 

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2年4月7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。

- 2,059,200 -
　 
　 

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2年7月14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 -
　 
　 

ＩＥＥＥ電子ジャーナルの利用（職業大）

契約担当役校長 
圓川　隆夫 
職業能力開発総合大学校 
東京都小平市小川西町２－３２－１

令和2年10月19日 丸善雄松堂（株） 2010001034952

経理・財務部長　吉留　政
博
東京都港区海岸１丁目９
番１８号

当該事業者が総代理店に指定され
ており、販売元が当該事業者に限
定されていることから、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。

- 3,683,955 -

複数年契約 R2.11.1～R3.12.31
2年目以降契約総額 0円

　 
　 

基盤整備センター情報発信システム用サーバ機器
更新・データ移行・非互換対応・動作確認（職業大）

契約担当役校長 
圓川　隆夫 
職業能力開発総合大学校 
東京都小平市小川西町２－３２－１

令和2年11月27日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

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

一般競争入札後の不落随意契約
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。

- 51,700,000 -
　 
　 

令和２・３年度事務所の賃借・共益費（神奈川障害
者職業センター準備支援室）

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

令和2年4月1日 第一住宅社 4021002021846
代表取締役　松元　定示
神奈川県相模原市南区若
３－４８－２

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。

- 13,828,320 -

複数年契約 R2.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 13,828,320円

　 
　 

令和３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 
須摩　英樹 
関東職業能力開発促進センター 
神奈川県横浜市旭区南希望が丘７８

令和2年10月19日 （株）日報 8290801004056

代表取締役社長　向井
誠司
福岡県北九州市小倉南区
上曽根新町９－１１

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。

- 2,970,000 -
　 
　 



(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）

訓練用機器（オシロスコープ１３台）の購入（関東職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
須摩　英樹 
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3年1月26日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ケ丘３
丁目１９番地９

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。

- 1,324,180 -
　 
　 

学生ホール用椅子の更新業務（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長 
須摩　英樹 
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3年1月25日 （株）ミナト事務器 3020001013830
代表取締役　志村　俊幸
神奈川県横浜市南区中里
１ー９ー２７

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。

- 1,089,000 -
　 
　 

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」（令和３年５月号）掲載一式（港湾短大横
浜校）

契約担当役支部長 
須摩　英樹 
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3年3月15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３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 -
　 
　 

令和２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

令和2年4月1日 （株）五頭 6110001013488
代表取締役　小嶋　正歳
新潟県阿賀野市保田１８１
２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。

- 4,260,564 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 4,488,000 - 公財 公財
都道府県

所管 　 
　 

訓練生用駐車場の賃借（新潟職業能力開発促進セ
ンター）

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

令和2年8月11日 越後交通（株） 1110001022221

代表取締役社長　田中
直紀
新潟県長岡市千秋２丁目
２７８８番地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。

- 5,508,000 -
予定調達総額（単価契約）
駐車場（月額）　15,300.00円/台 
　 

令和２年度事務所賃料・管理共益費・看板料（富山
障害者職業センター）

契約担当役支部長 
相楽　智輝 
富山障害者職業センター 
富山県富山市桜橋通り１－１８北日本桜
橋ビル７階

令和2年4月1日 （株）北日本新聞社 9230001000744

代表取締役会長　忠田
憲美
富山県富山市安住町２番
１４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。

- 21,884,544 -
　 
　 

令和２年度駐車場使用料（富山障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長 
相楽　智輝 
富山障害者職業センター 
富山県富山市桜橋通り１－１８北日本桜
橋ビル７階

令和2年4月1日 （株）北日本新聞社 9230001000744

代表取締役会長　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。

- 1,771,000 -
　 
　 

教材用ガス類の購入（単価契約）（石川職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
石川職業能力開発促進センター 
石川県金沢市観音堂町へ１

令和2年4月1日
伊藤忠エネクス（株）
北陸ガス課

9010401078551
課長　有馬　伴善
石川県白山市福留町５１４
番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。

- 1,254,330 -
予定調達総額（単価契約）
工業用液化炭酸ガス　11,550.00円/
本 
工業用アルゴンガス　11,935.00円/本 
溶解アセチレンガス　25,410.00円/本



(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（中央監視装置一式）の更新作業（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2年9月10日
鳥羽システム（株）石
川支店

2230001001889
支店長　赤井　正則
石川県金沢市諸江町中丁
４１８－４

現有機器ａｚｂｉｌ製中央監視装置の
更新作業及び現中央監視装置との
接続ができるのは指定代理店のみ
であり、現有機器を接続するため
の操作盤を作成し、更新が出来る
のは同社のみ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。

- 4,180,000 -
　 
　 

訓練用機器（教材提示用ディスプレイ３台）他２件の
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2年10月21日 （株）リンケージ 2220001008662

代表取締役　長谷川　博
文
石川県金沢市御所町１丁
目３９９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。

- 1,115,400 -
　 
　 

空調設備（エアコン２台）の更新（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2年12月18日 日栄商事（株） 4220001004940

代表取締役社長　中村
哲郎
石川県金沢市南新保町口
３５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。

- 825,000 -
　 
　 

訓練用機器（オンライン訓練用周辺機器等）の購入
（石川職業能力開発促進センター・石川短大）

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2年12月24日 （株）リンケージ 2220001008662

代表取締役　長谷川　博
文
石川県金沢市御所町１丁
目３９９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。

- 5,610,000 -
　 
　 

訓練用機器（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム２台）の購入（石
川職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
和泉　敏彦 
石川職業能力開発促進センター 
石川県金沢市観音堂町へ１

令和3年1月6日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

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

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。

- 1,284,910 -
　 
　 

空調設備（エアコン１台の更新、１台の新設）（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2年12月3日 石井電機商会
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　石井　美千子
石川県金沢市野町１丁目
１番４０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。

- 1,208,900 -
　 
　 

訓練用備品（感染症対策パーテーション１０２枚）他
２件の購入（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2年12月16日 石丸工業（株） 2220001015270
代表取締役　戸田　良子
石川県金沢市金石東１丁
目４番３号

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。

- 968,660 -
　 
　 

令和２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 
安房　竜矢
福井障害者職業センター 
福井県福井市光陽２－３－３２

令和2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 -
　 
　 

訓練用教材の購入（ケーブル配線、シーケンス制
御、制御盤製作外）の購入（福井職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長 
安房　竜矢 
福井職業能力開発促進センター 
福井県越前市行松町２５－１０

令和2年8月4日 吉岡幸（株） 8210001004434

代表取締役社長　吉岡
正盛
福井県福井市宝永３－２２
－５

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。

- 881,936 -
　 
　 



(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・３年度職業準備支援室の賃貸（山梨障害者
職業センター）

契約担当役支部長 
多井作　和郎
山梨障害者職業センター 
山梨県甲府市湯田２－１７－１４

令和2年4月1日 （株）内藤ハウス 8090001011146

代表取締役社長　内藤
篤
山梨県韮崎市円野町上円
井３１３９

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。

- 739,200 -

複数年契約 R2.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 739,200円

　 
　 

冷風機６台の購入（山梨職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
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6月24日 横山機工（株） 6120001036810
代表取締役　横山　利治
大阪府大阪市福島区海老
江６丁目６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。

- 1,051,380 -
　 
　 

令和２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 
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10月7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。

- 957,932 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　64.00円/Ｌ（税抜） 
　 

訓練用什器（棚・椅子等）の購入及び組立て、据付
け作業（山梨職業能力開発促進センター）

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3年2月10日 （株）マルモ 1090001002069

代表取締役社長　丸茂
正樹
山梨県甲府市天神町４－
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。

- 1,050,940 -
　 
　 

２０２１年度能力開発セミナーガイド（長野職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
相田　真由美 
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2年11月6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。

- 1,064,250 -
　 
　 

訓練用ノートパソコン５台の購入（長野職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
相田　真由美 
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3年3月3日 （株）ＳＳマーケット 7010101010238
代表取締役　星山常進
東京都八王子市横山町６
－９－８Ｆ

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。

- 1,386,000 -
　 
　 

訓練用機器（プログラマブル操作表示器外）の購入
（長野職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
相田　真由美 
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3年3月4日
長野三菱電機機器販
売（株）

5100001013738

代表取締役社長　折井
義尚
長野県松本市白坂１－７
－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。

- 1,329,900 -
　 
　 

令和２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 
相田　真由美 
松本訓練センター 
長野県松本市寿北７－１７－１

令和2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 -
　 
　 

外部講師謝金（松本訓練センター）

長野支部分任契約管理者
松本訓練センター長
白石　昇
松本訓練センター 
長野県松本市寿北７－１７－１

令和2年6月25日 （株）アドライズ 5100001016311
代表取締役　牛山　直樹
長野県岡谷市今井１８０８
－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。

- 1,441,440 -
　 
　 



(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）

支援用什器（平行スタックテーブル外）の整備（静岡
障害者職業センター）

契約担当役支部長 
畑　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

令和3年1月28日 （株）静岡ビジネス 1080001002937
代表取締役　池田　知光
静岡県静岡市葵区南沼上
３－４－２０

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。

- 732,600 -
　 
　 

訓練用教材（令和２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 
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
－５－１１

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。

- 1,196,525 -
予定調達総額（単価契約）
土台・桁・梁　3,696.00円/本 
根太・垂木　715.00円/本 
大引き・火打ち・母屋　814.00円/本
ほか

訓練用教材（令和２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 
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4月1日 東海溶材（株） 5080001008749

代表取締役社長　松下
勝美
静岡県静岡市清水区北脇
２４２

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。

- 1,070,085 -
予定調達総額（単価契約）
丸鋼　黒皮　Ｓ４５Ｃ　10,274.00円/本 
角材　Ａ５０５２　21,054.00円/本 
ステンレス（ＳＵＳ３０４）ｔ３　25,003.00
円/枚　ほか

３Ｄプリンタ修理一式（静岡職業能力開発促進セン
ター）

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

令和2年8月5日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

当該プリンターに係る修理は代理
店に限定されることから、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。

- 1,699,753 -
　 
　 

訓練用什器（会議用テーブル３台外）一式の調達
（静岡職業能力開発促進センター）

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

令和2年12月17日 （株）四葉商会 4080001009384
代表取締役　佐藤　嘉洋
静岡県静岡市清水区銀座
１４番１３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。

- 940,214 -
　 
　 

訓練用機器（搬送仕分け装置一式）の購入（静岡職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
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3年1月8日 協立電機（株） 6080001001232
代表取締役　西　信之
静岡県静岡市駿河区中田
本町６１－１

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。

- 1,082,400 -
　 
　 

訓練用機器（フルデジタルＣＯ２／ＭＡＧ自動溶接機
２式）の購入（静岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
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3年2月1日 東海溶材（株） 5080001008749

代表取締役社長　松下
勝実
静岡県静岡市清水区北脇
２４２

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。

- 1,144,000 -
　 
　 

ＯＣストーリーズ（スタディサプリ進路）への学校紹介
動画の掲載業務（浜松短大）

契約担当役支部長 
畑　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和2年8月27日 （株）リクルート 5010001149426

代表取締役社長　北村
吉弘
東京都千代田区丸の内１
－９－２グラン東京サウス
タワー

運営会社である当該契約相手方の
みが請負ことができる役務であるこ
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。

- 1,705,000 -
　 
　 

訓練用機器（オシロスコープ５台外）の購入（浜松短
大）

契約担当役支部長 
畑　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和2年9月4日 協立電機（株） 6080001001232
代表取締役　西　信之
静岡県静岡市駿河区中田
本町６１－１

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。

- 1,357,400 -
　 
　 



(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）

訓練用教材（ディジタルアナログ変換ユニット外）の
購入（浜松短大）

契約担当役支部長 
畑　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和2年12月24日 （株）静岡制御 2080001002746

代表取締役社長　海野
一人
静岡県静岡市葵区千代田
７－１－１７

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。

- 1,109,240 -
　 
　 

遠州鉄道外装ラッピング広告掲載業務一式（浜松短
大）

契約担当役支部長 
畑　英明 
浜松職業能力開発短期大学校 
静岡県浜松市南区法枝町６９３

令和3年1月15日 遠州鉄道（株） 5080401000702
取締役社長　斉藤　薫
静岡県浜松市中区旭町１
２番地の１

相手方が保有・運用している電車
の外装への広告掲載（ラッピング）
業務であり、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 -

複数年契約 R3.1.15～R5.3.31
2年目以降契約総額 8,800,000円

　 
　 

令和２年度駐車場の賃借（愛知支部）

契約担当役支部長 
芳賀　竹志 
愛知支部 
愛知県小牧市下末１６３６－２

令和2年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行
（株）

6010001008770

取締役会長　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。

- 1,979,916 -
　 
　 

文書裁断機（シュレッダー）の購入及び保守業務等
（愛知支部）

契約担当役支部長 
芳賀　竹志 
愛知支部 
愛知県小牧市下末１６３６－２

令和2年7月22日 （株）栗田商会 4180001028044

代表取締役社長　栗田
武明
愛知県名古屋市中区上前
津２－１１－１

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。

- 1,100,000 -
　 
　 

令和２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 
芳賀　竹志 
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

令和2年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行
（株）

6010001008770

取締役会長　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。

- 71,939,976 -
　 
　 

フロアカーペット張替及び巾木張替業務（愛知障害
者職業センター）

契約担当役支部長 
芳賀　竹志 
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

令和2年5月26日
大成有楽不動産（株）
名古屋支店

7010001049087
支店長　桑原　順
愛知県名古屋市中区錦３
－１５－１５

施工業者については、賃貸人が指
定する管理受託者または管理業務
受託者指定業者であることが原状
確認書及び工事許可願兼念書に
おいて定め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。

- 2,530,000 -
　 
　 

事務用椅子の購入（愛知障害者職業センター）

契約担当役支部長 
芳賀　竹志 
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

令和3年1月18日 （株）栗田商会 4180001028044

代表取締役社長　栗田
武明
愛知県名古屋市中区上前
津２－１１－１

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。

- 819,500 -
　 
　 

令和２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 
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１－１

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。

- 5,726,798 -
　 
　 

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 
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。

- 1,320,000 -
　 
　 



(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（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 
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。

- 1,346,400 -
　 
　 

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 
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。

- 1,584,000 -
　 
　 

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 
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。

- 1,425,600 -
　 
　 

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 
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。

- 1,716,000 -
　 
　 

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 
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8月31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。

- 1,056,000 -
　 
　 

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 
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8月31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（人圧射出成形機）の調達（中部職業能
力開発促進センター）

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

令和2年9月25日
関東物産（株）中部営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
愛知県名古屋市名東区上
社２－２０３

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。

- 967,120 -
　 
　 

訓練用機器（エアコンプレッサー）の調達（名古屋港
湾労働分所）（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9月29日 （株）カメカワ 9150001012566
代表取締役　亀川　法生
奈良県香芝市北今市４丁
目２４５番地の１

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。

- 929,500 -
　 
　 

訓練用備品（可搬式作業台）の調達（中部職業能力
開発促進センター）

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

令和2年12月25日 （株）カカム 5200001022860
代表取締役　各務　晋生
岐阜県多治見市日ノ出町
２－２１－１

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。

- 1,021,240 -
　 
　 



(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）

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 
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3年1月19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。

- 1,023,000 -
　 
　 

令和２・３・４年度定期健康診断業務（三重支部・三
重障害者職業センター・三重職業能力開発促進セ
ンター・伊勢訓練センター）

契約担当役支部長 
諸井　真 
三重支部 
三重県四日市市西日野町４６９１

令和2年4月1日
一般財団法人名古屋
公衆医学研究所

1180005004903
理事長　佐藤　孝道
愛知県名古屋市中村区長
筬町４丁目２３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。

- 1,427,360 -

複数年契約 R2.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 2,854,720円
予定調達総額（単価契約）
既往歴及び業務歴の調査　500円（税
抜）／人
自覚症状及び他覚症状の有無の調
査　2,500円（税抜）／人

２０２０年度後期版在職者訓練受講者募集パンフ
レット作成及び発送業務（三重職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長 
諸井　真 
三重職業能力開発促進センター 
三重県四日市市西日野町４６９１

令和2年7月7日
社会福祉法人伊勢亀
鈴会八野就労支援セ
ンター

2190005004075
施設長　田辺　淳
三重県鈴鹿市八野町２２
－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。

- 1,118,271 -
　 
　 

令和２～４年度職員健康診断業務（滋賀支部・滋賀
障害者職業センター・滋賀職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
滋賀支部 
滋賀県大津市光が丘町３－１３

令和2年4月1日
一般財団法人近畿健
康管理センター

3160005000134
理事長　木村　隆
滋賀県栗東市小野５０１－
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。

- 1,020,800 -

複数年契約 R2.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 2,041,600円
予定調達総額（単価契約）
基本項目　8,030.00円/人 
眼底検査　1,760.00円/人 
胃ＡＢＣ検査　2,750.00円/人

事務用備品（片袖デスク外）の購入（滋賀支部・滋
賀職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
柿谷　智子 
滋賀支部
滋賀県大津市光が丘町３－１３

令和2年5月8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。

- 1,675,080 -
　 
　 

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 
柿谷　智子 
滋賀障害者職業センター 
滋賀県草津市野村２－２０－５

令和2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。

- 12,222,204 -
　 
　 

令和２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 
柿谷　智子
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。

- 2,717,000 -
　 
　 

訓練用什器（キャビネットワゴン外）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 
柿谷　智子 
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7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。

- 1,572,560 -
　 
　 

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 
柿谷　智子 
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9月4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。

- 1,630,750 -
　 
　 



(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）

訓練用什器（両開き収納庫外）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 
柿谷　智子 
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3年1月5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。

- 3,594,008 -
　 
　 

訓練用什器（テーブル外）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 
柿谷　智子 
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3年2月25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。

- 2,497,000 -
　 
　 

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 
柿谷　智子 
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3年2月26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。

- 3,925,460 -
　 
　 

基礎工学実験室の什器一式の調達（滋賀短大）

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2年6月22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。

- 1,016,400 -
　 
　 

オンライン訓練用周辺機器の購入（滋賀短大）

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2年11月27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。

- 2,008,248 -
　 
　 

令和２年度（下半期分）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2年7月3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。

- 895,125 -
　 
　 

令和２年度封筒印刷業務（大阪支部）

契約担当役支部長 
原　裕之 
大阪支部 
大阪府摂津市三島１－２－１

令和2年4月1日 ツバメ工業（株） 2500001014715
代表取締役　石川　喜平
愛媛県四国中央市川之江
町２４１５番地

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。

- 916,300 -
予定調達総額（単価契約）
角２封筒（マチ付き）　14,000.00円/箱 
角２封筒　7,300.00円/箱 
長３封筒　8,400.00円/箱

平デスク及び書棚の購入等（大阪支部）

契約担当役支部長 
原　裕之 
大阪支部 
大阪府摂津市三島１－２－１

令和2年10月5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。

- 1,250,480 -
　 
　 

訓練用機器ネットワーク設定変更作業等（関西職業
能力開発促進センター）

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5月20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。

- 2,805,000 -
　 
　 



(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）

灯油の購入（単価契約）（関西職業能力開発促進セ
ンター）

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6月24日 大同燃料（株） 6120001033114
代表取締役　高松　克行
大阪府大阪市大正区平尾
１丁目１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。

- 1,064,800 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　44.00円/Ｌ 
　 

沖データ製プリンタ消耗品の購入（関西職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長 
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7月8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丁
目１２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。

- 1,071,510 -
　 
　 

２０２０下半期版能力開発セミナーガイドの作成及び
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 
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7月27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。

- 863,286 -
　 
　 

訓練用機器（消防設備機器）の購入（関西職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長 
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9月10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。

- 996,600 -
　 
　 

令和３年度受講生募集ガイド改訂版等作成及び発
送業務一式（関西職業能力開発促進センター）

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）小西印刷所 1140001068781

代表取締役　小西　順三
郎
兵庫県西宮市今津西浜町
２番６０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。

- 699,490 -
　 
　 

訓練用機器（離職者訓練用ノートパソコン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 
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12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

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。

- 1,325,500 -
　 
　 

灯油の購入（単価契約１～３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 
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12月24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。

- 1,269,514 -
予定調達総額（単価契約）
灯油　61.27円/Ｌ 
　 

訓練用機器（プロジェクタ等）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 
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3年1月22日 リコージャパン（株） 1010001110829
代表取締役　坂主　智弘
東京都大田区中馬込１丁
目３番６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。

- 1,155,000 -
　 
　 

訓練用機器（ＩＣＴエンジニア科用管理サーバ）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 
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3年2月8日 （株）ヴイコム 7120001041553
代表取締役　上地　和彦
大阪府大阪市中央区北新
町４番１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。

- 1,357,950 -
　 
　 



(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年度プリンタトナー等の購入（単価契約）（近
畿能開大）

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1日 （株）リーアルネット 9120001111321
代表取締役　中西　範佳
大阪府大阪市平野区長吉
長原３丁目１５番２６

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。

- 1,451,156 -

予定調達総額（単価契約）
プリンタトナー（ＥＰ－６２）　27,540.00
円/個 
プリンタトナー（ＬＰＢ３Ｔ２１Ｖ）
25,840.00円/個 
プリンタトナー（ＬＰＣ３Ｔ１８Ｋ）
12,648.00円/個　ほか

建築系実習棟エレベーター停電時自動着床装置取
替え（近畿能開大）

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7月22日
日本オーチス・エレ
ベータ（株）西日本支
社

9010001075825
支社長　黒田　昌行
大阪府大阪市中央区城見
２丁目１番６１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。

- 995,500 -
　 
　 

令和４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 
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15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。

- 2,475,800 -
　 
　 

近畿職業能力開発大学校学校案内２０２２の作成
（近畿能開大）

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22日 丸山印刷（株） 3140001044269
代表取締役　丸山　恵右
兵庫県高砂市神爪１丁目
１１番３３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。

- 1,809,500 -
　 
　 

令和２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 
齊藤　正博
兵庫支部
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０

令和2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

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。

- 3,671,800 -

予定調達総額（単価契約）
定型サイズ（５０ｇまで）　71.50円/個 
定型外サイズ（１００ｇまで）　82.50円/
個 
定型外サイズ（２５０ｇまで）　85.80円/
個

在職者訓練受講案内広報誌印刷及び発送（兵庫職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
齊藤　正博 
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5月13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。

- 1,225,900 -
　 
　 

受講生募集ガイド（８月～３月開講コース）データ作
成、印刷及び発送（兵庫職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
齊藤　正博 
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5月19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。

- 1,146,460 -
　 
　 

令和２～３年度カラー複写機保守業務（加古川訓練
センター）

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

令和2年4月1日
リコージャパン（株）販
売事業本部兵庫支社

1010001110829

兵庫ＭＡ営業部部長　笹
山　計実
兵庫県神戸市中央区磯辺
通１－１－３９

当該複写機に係る修理及び保守
業務はメーカー若しくは代理店に限
定されることから、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。

- 2,758,800 -

複数年契約 R2.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 2,758,800円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.80円/カウント 
フルカラー　4.20円/カウント 

ＰＣＢ廃棄物処理業務（処分）（加古川訓練セン
ター）

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

令和2年6月3日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）北九州ＰＣＢ
処理事業所

2010401053420
所長　石垣　喜代志
福岡県北九州市若松区響
町１－６２－２４

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。

- 2,002,000 -
　 
　 



(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）

令和２年度植栽等管理業務（港湾短大神戸校）

契約担当役支部長 
齊藤　正博 
港湾職業能力開発短期大学校　神戸校 
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４

令和2年4月1日 （株）橋本造園土木 3140001040367
代表取締役　橋本　友和
兵庫県たつの市新宮町吉
島５５９－１

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。

- 1,166,000 -
　 
　 

インターネット接続回線変更に伴う電子計算機シス
テムの設定変更作業（港湾短大神戸校）

契約担当役支部長 
齊藤　正博 
港湾職業能力開発短期大学校　神戸校 
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４

令和3年2月19日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

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

当該システムはリース契約による
ものであり、不具合発生時の責任
の所在が明確にならない等により
リース契約相手方以外の業者によ
る作業実施は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。

- 1,254,000 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 4,620,000 -
　 
　 

令和２・３年度日常清掃等業務（複数年契約）（奈良
障害者職業センター）

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

令和2年4月1日
特定非営利活動法人
ＮＳネットワーク

5150005007979
理事長　小西　英玄
奈良県奈良市法蓮町９７３
－８

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。

- 792,000 -

複数年契約 R2.4.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 792,000円

　 
　 

保存水６本・保存食品６００個・災害用緊急トイレセッ
ト２４０回分４個外の購入（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6月12日
社会福祉法人東京コ
ロニー

6011205000217
所長　鬼頭　克介
東京都葛飾区金町２－８
－２０

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。

- 1,243,340 -
　 
　 

令和３年度施設内離職者訓練募集パンフレット等の
作製及び発送（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11月13日 （株）アイプリコム 6150001010291
代表取締役　松本　貴至
奈良県磯城郡田原本町千
代３６０－１

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。

- 2,323,200 -

複数年契約 R2.11.13～R3.12.28
2年目以降契約総額 2,956,800円

　 
　 

プロジェクター及びスクリーン天井取付作業等業務
（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3年2月15日 東通ネットワーク（株） 6010001092261
代表取締役　清水　文男
東京都中央区築地２丁目
１１番２６号

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 -
　 
　 

事務所・駐車場の賃借（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 
吉澤　純 
和歌山障害者職業センター 
和歌山県和歌山市太田１３０－３

令和2年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。

- 5,808,000 -
　 
　 

施設清掃等業務（和歌山職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長 
吉澤　純 
和歌山職業能力開発促進センター 
和歌山県和歌山市園部１２７６

令和2年5月19日 （株）ソーケン 3170001001804
代表取締役　中山　利男
和歌山県和歌山市三木町
中ノ丁１５番地

一般競争入札（総合評価）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。

- 1,500,000 -

複数年契約 R2.6.1～R4.3.31
2年目以降契約総額 1,800,000円
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仮設建物電気設備追加業務（和歌山職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長 
吉澤　純 
和歌山職業能力開発促進センター 
和歌山県和歌山市園部１２７６

令和2年7月13日
（株）内藤ハウス大阪
支店

8090001011146

支部長　古澤　一也
大阪府大阪市中央区北浜
東２－１６日刊工業新聞社
ビル７階

本館・実習場建替工事に伴うリー
ス物件への修繕であることから、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。

- 1,793,000 -
　 
　 

訓練用機器（卓上ボール盤３台）の購入（和歌山職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
吉澤　純 
和歌山職業能力開発促進センター 
和歌山県和歌山市園部１２７６

令和2年10月21日 （株）宏栄山本 5130001002928

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

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。

- 597,234 -
　 
　 

令和２年度ガソリンの購入（島根支部・島根障害者
職業センター・島根職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
福嶋　正人 
島根支部 
島根県松江市東朝日町２６７

令和2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
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。

- 982,424 -
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　143.00円/リットル 
　 

令和２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 
福嶋　正人 
島根職業能力開発促進センター 
島根県松江市東朝日町２６７

令和2年11月13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。

- 755,568 -
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　47.70円/Ｌ 
　 

訓練用機器（冷媒回収装置及びパイプマシン一式）
の購入（島根職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
福嶋　正人 
島根職業能力開発促進センター 
島根県松江市東朝日町２６７

令和2年12月15日 サンプラス（株） 2280001003162
代表取締役　海田　洋平
島根県出雲市平野町７３５

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。

- 1,228,590 -
　 
　 

令和２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

令和2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　柳川
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。

- 1,267,200 -
　 
　 

訓練用備品（コロナ感染防止用間仕切り一式）の購
入（岡山職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
藤浪　栄一 
岡山職業能力開発促進センター 
岡山県岡山市北区田中５８０

令和3年2月12日
（株）オフィスサポー
ター

6260001023976
代表取締役　犬飼　徹
岡山県岡山市南区福成１
－１７７－１３

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。

- 1,509,750 -
　 
　 

ＯＣストーリーズ（スタディサプリ進路）への学校紹介
動画掲載業務（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2年6月1日 （株）リクルート 5010001149426

代表取締役社長　北村
吉弘
東京都千代田区丸の内１
－９－２

運営会社である当該契約相手方の
みが請負ことができる役務であるこ
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。

- 1,705,000 -
　 
　 

令和３年度ＯＣストーリーズ（スタディサプリ進路）及
びＯＣプロモーションビデオへの情報掲載（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3年2月19日 （株）リクルート 5010001149426

代表取締役社長　北村
吉弘
東京都千代田区丸の内１
－９－２

運営会社である当該契約相手方の
みが請負ことができる役務であるこ
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。

- 1,430,000 -
　 
　 



(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）

令和２～４年度外構維持管理業務（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 
中村　雅子 
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2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。

- 4,666,200 -

複数年契約 R2.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 9,332,400円

　 
　 

令和２年度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 
中村　雅子 
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2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。

- 8,390,580 -
　 
　 

訓練用ノートパソコン１１台の整備（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 
中村　雅子 
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2年7月31日 （株）田中紙店 8260001018900
代表取締役　田中　宏和
岡山県高梁市鍛治町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。

- 1,161,380 -
　 
　 

パススルー型遠赤外線温蔵庫外の調達（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 
中村　雅子 
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2年10月19日 ホシザキ中国（株） 8240001010801
代表取締役　大場　則夫
広島県広島市中区土橋町
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。

- 1,158,300 -
　 
　 

災害対策用ヘルメット外の調達（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 
中村　雅子 
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2年11月4日 西中機工（株） 4260001005101

取締役社長　西中　計文
岡山県岡山市南区福成２
－１２－２岡山機工セン
ター２５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。

- 875,600 -
　 
　 

宿舎棟改修工事に係る宿泊施設の調達（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 
中村　雅子 
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2年11月25日 吉備高原リゾート（株） 4260001008541
代表取締役　須藤　桂爾
岡山県加賀郡吉備中央町
吉川４８６０－６

宿舎棟を利用している訓練生への
緊急時の対応及び訓練生の不安
感の軽減、健康管理、センターとし
ての管理面の観点等から、借上宿
泊施設は当センターの近隣に所在
する必要があり、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。

- 8,263,300 -
　 
　 

訓練用一体型デスクトップパソコン８台の整備（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 
中村　雅子 
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3年1月8日 （株）田中紙店 8260001018900
代表取締役　田中　宏和
岡山県高梁市鍛治町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。

- 1,308,560 -
　 
　 

２０２１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 
中村　雅子 
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3年1月8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。

- 953,480 -
　 
　 

加湿式空気清浄機２４台の整備（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 
中村　雅子 
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3年2月1日 （株）田中紙店 8260001018900
代表取締役　田中　宏和
岡山県高梁市鍛治町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。

- 1,076,856 -
　 
　 



(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）

入所者宿舎棟利用者向け家具（デスク・ワゴン）の
調達（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 
中村　雅子 
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3年2月15日 山陽文具（株） 6260001002708
代表取締役　犬飼　泰介
岡山県岡山市下中野５７３
－３

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。

- 1,395,680 -
　 
　 

入所者宿舎棟（Ａ、Ｂ棟）用カーテンの調達（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 
中村　雅子 
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3年3月2日 山陽文具（株） 6260001002708
代表取締役　犬飼　泰介
岡山県岡山市北区下中野
５７３－３

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。

- 921,800 -
　 
　 

令和２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

令和2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 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 5,214,000 -
　 
　 

業務用什器一式の整備等業務（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

令和3年2月15日 （有）ぺんてる堂 6240002014976
代表取締役　尾上　雅男
広島県広島市中区舟入南
１－１２－６

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。

- 1,009,800 -
　 
　 

訓練用機器（スタッド溶接機一式）の購入（広島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
小竹　昌弘 
広島職業能力開発促進センター 
広島県広島市中区光南５－２－６５

令和2年9月18日 中国酸素（株） 3240001026182
代表取締役　川崎　能弘
広島県呉市仁方皆実町３
番１３号

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。

- 1,111,000 -
　 
　 

３号館ブラインド交換取換業務（広島職業能力開発
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3年3月3日 （有）ぺんてる堂 6240002014976
代表取締役　尾上　雅男
広島県広島市中区舟入南
１丁目１２番６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。

- 1,282,083 -
　 
　 

令和２年度プリンタトナー等の調達（単価契約）（山
口職業能力開発促進センター）

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。

- 1,282,600 -

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジＣＲＧ５３３Ｈ
28,500.00円/本（税抜） 
トナーカートリッジＣＲＧ３２２ＢＬＫ
14,500.00円/本（税抜） 
トナーカートリッジＣＲＧ３２２ＭＡＧ
19,500.00円/本（税抜）　ほか

Ａ棟空調機器（３台）の購入及び設置（山口職業能
力開発促進センター）

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9月25日 日研空調（株） 6250001009150
代表取締役　佐藤　英樹
山口県周南市今宿町３－
４３

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。

- 3,036,000 -
　 
　 



(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）

訓練用機器（３Ｄプリンタ）の修繕について（山口職
業能力開発促進センター）

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10月27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

当該機器は所有台数が１台のみで
あり、早急に修理を行わなければ
訓練（修了要件）に支障を来たすこ
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。

- 1,606,000 -
　 
　 

令和３年度公共職業訓練受講生募集案内の作成
（山口職業能力開発促進センター）

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11月2日 新日本法規出版（株） 5180001036822

代表取締役社長　星　謙
一朗
愛知県名古屋市中区栄一
丁目２３番２０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。

- 1,006,500 -
　 
　 

Ｄ棟空調機器（１台）の購入（山口職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長 
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11月24日 豊田鋼機（株） 9250001008042
代表取締役　豊田　善隆
山口県萩市大字椿東２８８
４－１

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。

- 1,210,000 -
　 
　 

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2年5月28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。

- 2,162,160 -
　 
　 

令和２年度生産性向上支援訓練・ＩＴ活用力セミナー
（後期）パンフレット印刷データ制作・製本業務（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7月20日 （株）高陽堂印刷 4490001006134
代表取締役　﨑田　健介
高知県南国市蛍が丘１－
３－２

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。

- 1,227,380 -
　 
　 

生産性向上支援訓練・ＩＴ活用力セミナーカリキュラ
ムモデル印刷・封入・郵送業務（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7月31日 （株）高陽堂印刷 4490001006134
代表取締役　﨑田　健介
高知県南国市蛍が丘１－
３－２

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。

- 1,207,074 -
　 
　 

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2年9月29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。

- 1,358,280 -
　 
　 

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2年11月19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。

- 1,663,200 -
　 
　 

訓練用機器（入出力ユニット１６台）の購入（高知職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
脇尾　一仁 
高知職業能力開発促進センター 
高知県高知市桟橋通４－１５－６８

令和2年12月7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。

- 895,488 -
　 
　 



(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）

オンライン訓練用周辺機器の購入（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12月24日 （株）エレパ 8490001000190
代表取締役　上田　哲也
高知県高知市南御座２番
１２号

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。

- 1,485,000 -
　 
　 

オンライン訓練用端末６台の追加購入（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3年1月6日 （株）アイビス 2490001006144
代表取締役　武田　恵
高知県南国市蛍が丘２丁
目２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。

- 1,290,300 -
　 
　 

無線ＬＡＮアクセスポイント１７台外１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3年2月1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。

- 1,198,670 -
　 
　 

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2年8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。

- 1,282,160 -
　 
　 

球（精密ボール）窒化珪素セラミック１０個外１１１件
の購入（高知短大）

契約担当役支部長 
脇尾　一仁 
高知職業能力開発短期大学校 
高知県香南市野市町西野１５９５－１

令和2年9月11日 日進商事（株） 3490001001755
代表取締役　門田　彰人
高知県高知市上町５丁目
６番１５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。

- 1,209,047 -
　 
　 

ＪＲ高知駅電照看板広告掲示業務（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3年1月18日 （株）近宣四国営業所 8120001063233
所長　原野　義則
香川県高松市紺屋町５－
５紺屋町ファイブ

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。

- 1,243,000 -
　 
　 

Ｉ形鋼１５本外３０件の購入（高知短大）

契約担当役支部長 
脇尾　一仁 
高知職業能力開発短期大学校 
高知県香南市野市町西野１５９５－１

令和3年2月3日 日進商事（株） 3490001001755
代表取締役　門田　彰人
高知県高知市上町５丁目
６番１５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。

- 1,048,091 -
　 
　 

令和２年度封筒及び名刺の作成（福岡支部・福岡障
害者職業センター・福岡職業能力開発促進セン
ター・飯塚訓練センター・九州能開大）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
福岡支部 
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和2年4月1日
社会福祉法人北九州
障害者福祉事業協会

9290805001049
理事長　内田　健一
福岡県北九州市戸畑区北
鳥旗町２－２２

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。

- 2,159,190 -

予定調達総額（単価契約）
長形３号封筒　14.30円/枚 
角形２号封筒（裏面印刷有）　28.60円
/枚 
角形２号封筒（裏面印刷無）　28.60円
/枚　ほか

令和２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

令和2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。

- 21,120,000 -
　 
　 



(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）

令和２年度福岡事務所施設内清掃業務（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

令和2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。

- 2,200,000 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 1,154,230 -
予定調達総額（単価契約）
被覆アーク溶接棒　11,550.00円/箱 
ＴＩＧ溶接棒　6,820.00円/箱 
アセチレン　11,550.00円/本　ほか

令和２年度在職者訓練に係る四半期版パンフレット
の製作・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

令和2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１－１１－１

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。

- 1,452,440 -
　 
　 

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2年4月1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。

- 1,180,080 -
　 
　 

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2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。

- 1,280,400 -
　 
　 

「生産性向上支援訓練・ＩＴ活用力セミナー（オープン
コース令和２年度下半期）のご案内」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

令和2年8月21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。

- 1,050,555 -
　 
　 

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2年9月14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。

- 1,016,400 -
　 
　 

令和３年度在職者訓練に係るパンフレット等の作成
及び発送（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2年12月4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。

- 1,567,313 -
　 
　 

訓練用教材（電磁接触器７５個、外１０件）の購入
（福岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
福岡職業能力開発促進センター 
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和3年1月29日 ユゲデンキ（株） 9290001045783
代表取締役　弓削　尚和
福岡県飯塚市飯塚１１－２
１

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。

- 1,094,610 -
　 
　 



(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）

訓練用備品（作業台１６台）の購入及び設置業務
（福岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長 
阿部　貴彦 
福岡職業能力開発促進センター 
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和3年2月5日 （株）フジモト 9290801003255
代表取締役　尾畑　一仁
福岡県北九州市小倉北区
西港町６１－１５

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。

- 922,020 -
　 
　 

「生産性向上支援訓練オープンコース（令和３年度６
－７月）のご案内」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

令和3年2月10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。

- 1,178,892 -
　 
　 

令和２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

令和2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。

- 1,452,000 -
　 
　 

令和２年度施設警備業務（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2年6月4日
（株）九州グリーンアー
ス

6290801010907
代表取締役　中川　晴夫
福岡県北九州市八幡西区
養福寺町２―２２

現行契約相手方から、会社閉鎖に
より令和２年６月５日をもって業務
の履行を終了するとの申し出が
あったことを踏まえ、大学校の安全
確保等のため、緊急に契約相手方
を選定する必要があったことから、
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。

- 3,016,728 -
予定調達総額（単価契約）
業務委託費　1,584.00円/時間 
　 

令和２年度学生寮管理業務（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2年6月4日
（株）九州グリーンアー
ス

6290801010907
代表取締役　中川　晴夫
福岡県北九州市八幡西区
養福寺町２―２２

現行契約相手方から、会社閉鎖に
より令和２年６月５日をもって業務
の履行を終了するとの申し出が
あったことを踏まえ、大学校の安全
確保等のため、緊急に契約相手方
を選定する必要があったことから、
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。

- 7,172,704 -
予定調達総額（単価契約）
業務委託費　1,562.00円/時間 
　 

令和３年度一般入試試験会場手配等業務（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2年6月23日 日本通運（株） 4010401022860
代表取締役　齋藤　充
東京都港区東新橋１－９
－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。

- 1,152,800 -
　 
　 

訓練用備品（ワイヤレスアンプ８式）の購入（熊本職
業能力開発促進センター）

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

令和2年6月19日 （株）珠郎 5330001005836
代表取締役　東　珠郎
熊本県熊本市南区馬渡１
－９－１２

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。

- 878,592 -
　 
　 

訓練用機器（エンジン式フォークリフト１台）の購入
（荒尾訓練センター）

契約担当役支部長 
野見山　秀樹 
荒尾訓練センター 
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和2年6月24日 トヨタＬ＆Ｆ熊本（株） 1330001003273
代表取締役　與縄　裕二
熊本県熊本市西区上熊本
２丁目４番２２号

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。

- 3,113,000 -
　 
　 

訓練用パソコン２台に係る設定外業務（荒尾訓練セ
ンター）

契約担当役支部長 
野見山　秀樹 
荒尾訓練センター 
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和2年12月17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

設定作業について、既存システム
を構築した業者しか実施できないこ
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。

- 1,364,000 -
　 
　 



(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）

令和２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

令和2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。

- 4,356,000 -
　 
　 

駐車場賃貸借業務（大分職業能力開発促進セン
ター）

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

令和2年6月12日 （株）ヤマダ電機 4070001011201
代表取締役　山田　昇
群馬県高崎市栄町１－１

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。

- 2,156,000 -

複数年契約 R2.9.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 7,392,000円

　 
　 

外部講師謝金（宮崎職業能力開発促進センター）

宮崎支部分任契約管理者
宮崎職業能力開発促進センター所長 
炭田　直哉 
宮崎職業能力開発促進センター 
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

令和2年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項（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,271,160 -
　 
　 

外部講師謝金（宮崎職業能力開発促進センター）

宮崎支部分任契約管理者
宮崎職業能力開発促進センター所長 
炭田　直哉 
宮崎職業能力開発促進センター 
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

令和2年8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項（契約の性
質又は目的が競争を許さないとき）
に該当するため。

- 1,271,160 -
　 
　 

２０２１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12月24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。

- 2,145,000 -
　 
　 

高圧ケーブルの取替業務一式（沖縄職業能力開発
促進センター）

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

令和2年12月16日 （株）海邦 7360001011821
代表取締役　玉城　考剛
沖縄県中頭郡北谷町字桃
原１５－１０

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。

- 1,730,300 -
　 
　 

ＰＣＢ廃棄物処理業務（沖縄職業能力開発促進セン
ター）

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

令和2年12月18日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）

2010401053420

北九州ＰＣＢ処理事業所
長　石垣　喜代志
福岡県北九州市若松区響
町１－６２－２４

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。

- 1,817,200 -
　 
　 

令和２年度浄化槽等維持管理業務（沖縄能開大）

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

令和2年4月1日
（株）沖縄浄管セン
ター

6360003002704
代表取締役　西平　守利
沖縄県沖縄市八重島２丁
目１３番９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。

- 1,133,000 -
　 
　 

令和２年度清掃業務（沖縄能開大）

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

令和2年4月1日 日本美装（株） 4030001006337
代表取締役　野口　重信
埼玉県さいたま市浦和区
常磐９－１４－６

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。

- 9,130,000 -
　 
　 



(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）

令和２年度施設設備等現況調査業務（沖縄能開大）

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

令和2年5月15日
（株）サンケイエンジニ
アリング

6360001014577
代表取締役　上地　清信
沖縄県浦添市大平３－１６
－９

一般競争入札後の不落随意契約
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。

- 1,210,000 -
　 
　 


