
(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

納付書等の印刷、印字及び封入封緘、支部への送
付作業

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3年4月1日 （株）太陽堂印刷所 6040001004180
代表取締役　日暮　秀一
千葉県千葉市中央区末広
１－４－２７

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。

- 1,812,800 - 0
　
　

令和３年度宮城職業能力開発促進センター名取実
習場土地賃借料

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年4月1日 新菱冷熱工業（株） 8011101010326

代表取締役　加賀美　猛
東京都新宿区四谷１－６
－１コモレ四谷・四谷タ
ワー５階

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

- 15,000,000 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 10,415,600 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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　堀内　敏弘
兵庫県神戸市中央区新港
町５－２神戸ポートオアシ
ス５階

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。

- 2,367,750 - 0
　
　

令和３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3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　堀内　敏弘
兵庫県神戸市中央区新港
町５－２神戸ポートオアシ
ス５階

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。

- 1,335,312 - 0
　
　

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３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3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 - 0
　
　

令和３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3年4月1日 旭川市 9000020012041
旭川市長　西川　将人
北海道旭川市六条通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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 2,244,380 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　



(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3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。

- 28,432,913 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 36,044,678 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　



(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3年4月1日 長崎県 4000020420000
長崎県知事　中村　法道
長崎県長崎市尾上町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。

- 11,091,748 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 4,011,628 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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３
－３－３

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。

- 2,388,435 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　



(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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 1,732,293 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 16,692,583 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　



(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3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。

- 43,042,715 - 0
　
　

令和３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3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。

- 81,289,160 - 0
　
　

令和３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3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。

- 16,436,420 - 0
　
　

令和３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3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　岩崎　修
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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 70,040,260 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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布屋
町４１－１

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。

- 3,400,754 - 0
　
　



(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3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。

- 108,044,500 - 0
　
　

令和３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3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。

- 9,280,178 - 0
　
　

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3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２５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。

- 1,020,000 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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本町
６－５０－１０

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。

- 28,749,096 - 0
　
　

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3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２５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。

- 1,020,000 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3年4月1日
大和リビング（株）中
四国支店

3012301001458
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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　



(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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　



(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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　



(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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 936,000 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 5,409,835 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 6,138,147 - 0
　
　

令和３年度福島職業能力開発促進センター会津訓
練センター敷地使用料

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3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。

- 5,941,595 - 0
　
　



(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3年4月1日 （有）クレセール 1290802002123
代表取締役　辰本　智一
福岡県北九州市小倉南区
星和台１丁目１番１９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 - 0
　
　

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3年4月1日 大福ホーム（株） 3240001054844
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 - 0
　
　

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3年4月1日 筑水ホーム（株） 4290001053948
代表取締役　田畑　聡志
福岡県大牟田市不可知町
２－５－１

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。

- 924,000 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 31,146,691 - 0
　
　



(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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 29,205,211 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 15,500,267 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3年4月1日 京都府 2000020260002
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 - 0
　
　



(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3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。

- 15,893,685 - 0
　
　

令和３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3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。

- 6,013,748 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３年度雇用促進住宅大阪田中宿舎敷地使用料

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3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。

- 14,873,700 - 0
　
　

令和３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3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２
－６－２４

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 - 0
　
　

令和３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3年4月1日 薩摩川内市 1000020462152

薩摩川内市長　田中　良
二
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。

- 18,343,290 - 0
　
　



(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3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。

- 1,552,146 - 0
　
　

令和３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3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。

- 28,337,535 - 0
　
　

令和３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3年4月1日
みずほリサーチ＆テク
ノロジーズ（株）

9010001027685

代表取締役社長　大塚　
雅広
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 - 0
　
　

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3年4月1日 富士通（株） 1020001071491

官公庁ビジネス本部官庁
第四統括ビジネス部長　
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。

- 1,805,760 - 0
　
　

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3年4月1日 富士通（株） 1020001071491

官公庁ビジネス本部官庁
第四統括ビジネス部長　
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 - 0
　
　

障害者職業総合センター空気調和設備（熱源設備）
保守等点検

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年4月1日 ナジコイーエス（株） 4010001052969
代表取締役　中村　輝樹
東京都江東区２－１７－１
２

本業務を遂行できるのは川重冷熱
工業及び川重冷熱工業が指定す
る営業代理店（ナジコイーエス
（株））のみとなるが、川重冷熱工
業がナジコイーエス（株）を保守点
検業務の代理店として指定してい
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。

- 10,340,000 - 0
　
　

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3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。

- 4,299,360 - 0
　
　

令和３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3年4月1日 日本放送協会 8011005000968
会長　前田　晃伸
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。

- 6,717,124 - 0
　
　



(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）

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3年4月1日 （株）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業第一部部長　
秋谷　学
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ないこと
から、会計規程第６７条第１号（契
約の性質又は目的が競争を許さな
いとき）に該当するため。

- 6,600,000 - 0
　
　

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3年4月1日 （株）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業第一部部長　
秋谷　学
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。

- 10,824,000 - 0
　
　

「第29回職業リハビリテーション研究・実践発表会発
表者募集について」リーフレット等の印刷・発送業務

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年4月7日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,656,424 - 0
　
　

授業目的公衆送信補償金制度の利用

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3年4月15日
一般社団法人授業目
的公衆送信補償金等
管理協会

6010405017401
代表理事　土肥　一史
東京都千代田区永田町２
－４－３永田ビル６Ｆ

文化庁長官が指定する指定管理
団体であることから、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。

- 10,363,221 - 0
　
　

情報系分離機器の更新に係るＰＭＯ支援業務

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年4月22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。

- 31,000,200 - 0
　
　

研究企画部・研究部門の調査研究業務等における
Ｗｅｂフォーム作成サービスの導入

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5月7日
クリエイティブサーベイ
（株）

4011001100882
代表取締役　田口　亮
東京都港区赤坂八丁目５
番３２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。

- 2,530,000 - 0

複数年契約 R3.5.7～R4.5.31
2年目以降契約総額 396,000円

　
　

障害者雇用納付金関係助成金に係るパンフレット
（令和３年度施行助成金）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5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。

- 1,587,630 - 0
　
　

「目が見えなくなってきた従業員の雇用継続のため
に」外３種の増刷

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3年5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。

- 1,698,950 - 0
　
　

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5月25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。

- 11,555,082 - 0
　
　



(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）

「精神障害者である短時間労働者の雇用における
実態調査～雇用率算定方法の特例が適用される労
働者を中心として」に係るアンケート調査における調
査票等の印刷・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3年6月2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。

- 3,356,914 - 0
　
　

テキスト等の印刷発送等業務（外、増刷１件）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年6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。

- 2,949,848 - 0
　
　

「65歳超雇用推進事例集2020」及び「70歳雇用推進
マニュアル～高齢社員戦力化のススメ～」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3年6月16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。

- 4,152,060 - 0
　
　

「第29回職業リハビリテーション研究・実践発表会ご
案内」パンフレットの封入・発送業務一式

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年6月24日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,409,859 - 0
　
　

産業別高齢者雇用推進ガイドライン４種の増刷業務

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7月2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。

- 1,238,490 - 0
　
　

令和３年度障害者雇用支援月間に係る広報用ポス
ター及び入賞作品展示会用掲示物の作製

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3年7月2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。

- 1,480,820 - 0
　
　

令和３年度６５歳超雇用推進助成金広報資料等の
増刷及び発送

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7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。

- 2,888,088 - 0
　
　

令和２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3年7月30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 - 0
　
　

「第３０回職業リハビリテーション研究・実践発表会」
会場借上

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年8月2日 （株）東京ビッグサイト 8010601029157

代表取締役社長　石原　
清次
東京都江東区有明３－１１
－１

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

- 7,647,200 - 0
　
　



(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）

「障害者の採用等に関する調査（企業アンケート）」
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3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。

- 2,322,000 - 0
　
　

給与システムに係る病気治療等短時間勤務制度等
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3年8月25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

本システムを構成するソフトウェア
はＮＥＣネクサソリューションズ（株）
が開発したパッケージソフトウェア
を使用しており、同製品は同社の
みが著作権を有している。著作権
を有する同社以外に履行できない
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。

- 38,170,000 - 0
　
　

「発達障害のある学生に対する大学等と就労支援
機関との連携による就労支援の現状と課題に関す
る調査研究」および「職業リハビリテーションのアセ
スメントにおける現代テスト理論の応用可能性に関
する基礎的研究」に係るヒアリング調査の音声書き
起こし作業

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3年8月30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。

- 1,069,200 - 0
　
　

第４２回全国障害者技能競技大会における宿泊手
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3年9月9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。

- 77,874,733 - 0
　
　

「障害者の雇用の実態等に関する調査」に係る調査
票等の印刷、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9月10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。

- 7,780,990 - 0
　
　

外部講師補償制度費用保険の調達

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3年9月17日 Ｃｈｕｂｂ損害保険（株） 5013201000820

北関東支店長　小松　敏
彦
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町１丁目７番５号

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。

- 378,265 - 0

複数年契約 R3.9.17～R5.1.1
2年目以降契約総額 1,134,795円

　
　

令和３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3年9月17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。

- 46,465,650 - 0
　
　

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・駆除ソフトウェアの
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9月21日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242

代表取締役社長　及川　
弘
東京都千代田区外神田６
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 - 0
　
　



(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年版障害者職業生活相談員資格認定講習テ
キストの印刷等業務

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年10月15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。

- 4,004,880 - 0
　
　

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3年10月26日 （株）リクルート 5010001149426

代表取締役社長　北村　
吉弘
東京都中央区銀座８丁目
４番１７号

利用者数や資料請求件数が多く、
目的に対する費用対効果が見込め
る進学情報サイトは、株式会社リク
ルートが運営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。

- 1,248,060 - 0

複数年契約 R3.10.26～R5.2.28
2年目以降契約総額 13,749,340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3年10月26日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長執行役員　
中川　信行
東京都千代田区一ツ橋一
丁目１番１号

利用者数や資料請求件数が多く、
目的に対する費用対効果が見込め
る進学情報サイトに掲載を依頼す
る必要があることから、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。

- 2,079,000 - 0

複数年契約 R3.10.26～R5.2.28
2年目以降契約総額 9,801,000円

　
　

「第４２回全国障害者技能競技大会（アビリンピッ
ク）」会場の借用

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3年11月1日 （株）幕張メッセ 1040001005927

代表取締役社長　今清水　
浩介
千葉県千葉市美浜区中瀬
２－１

令和２年９月２９日付厚労省特支室
長発事務連絡において、第４２回
大会は技能五輪と同時開催するよ
う要請を受けたことにより、技能五
輪開催会場と同一の会場を借用す
る必要があることから、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。

- 40,638,000 - 0
　
　

「第２９回職業リハビリテーション研究・実践発表会」
会場借上

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年11月1日 （株）東京ビッグサイト 4010401098348

代表取締役社長　石原　
清次
東京都江東区有明３－１１
－１

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

- 7,482,200 - 0
　
　

「高齢社員戦力化のためのヒント集」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11月4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。

- 1,421,200 - 0
　
　

障害者の労働安全衛生対策に関する事例集の印
刷・製本・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11月5日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 7,343,853 - 0
　
　

「令和４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3年11月5日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 2,525,490 - 0
　
　

「７０歳雇用推業事例集」（仮称）のデザイン、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3年11月5日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 6,489,450 - 0
　
　



(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）

「はじめての障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ
～」の製本及び発送業務

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3年11月5日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 7,013,864 - 0
　
　

マイナビ２０２３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3年11月5日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長　中川　
信行
東京都千代田区一ツ橋一
丁目１番１号

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。

- 585,200 - 0

複数年契約 R3.11.5～R5.2.28
2年目以降契約総額 506,000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・駆除ツールライ
センスの購入

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11月9日
東京コンピュータサー
ビス（株）

2010001095739

代表取締役社長　髙山　
芳之
東京都中央区日本橋本町
４丁目８番１４号

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

- 1,014,728 - 0
　
　

リクナビ２０２３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3年11月10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 - 0

複数年契約 R3.11.10～R5.2.6
2年目以降契約総額 1,210,000円

　
　

ガントリークレーンシミュレータシステムの再賃借

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3年11月17日 （株）カミックス 7140001006959

代表取締役社長　市原　
陽一郎
兵庫県神戸市中央区浜辺
通４丁目１番１１号

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。

- 2,386,560 - 0

複数年契約 R3.12.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 7,159,680円

　
　

令和３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11月29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 - 0
　
　

研究成果物（４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3年11月30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。

- 1,285,240 - 0
　
　

令和４年度障害者雇用支援月間における絵画・写
真コンテスト募集要項等配布物の作製及び発送

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和3年11月30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。

- 1,914,000 - 0
　
　

「障害者職業カウンセラー厚生労働大臣指定講習テ
キスト」の印刷・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3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。

- 2,143,460 - 0
　
　



(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3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。

- 1,158,177 - 0
　
　

高年齢者等雇用相談・援助業務に係るリーフレッ
ト、パンフレット、チェックリスト及び封筒の修正、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。

- 1,691,239 - 0
　
　

住民票交付申請に係る定額小為替及び切手の購
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12月9日 日本郵便（株） 1010001112577

代表取締役社長　髙橋　
亨
東京都千代田区霞が関一
丁目３番２号

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

- 1,412,110 - 0
　
　

職員募集活動用パンフレット「キャリアガイド」の増
刷及び採用案内ポスターの作成並びに発送業務

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12月13日 敷島印刷（株） 5330001002222
代表取締役　敷島　武法
熊本県宇城市松橋町豊崎
１９５９

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

- 1,009,360 - 0
　
　

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3年12月17日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,983,080 - 0
　
　

雇用促進住宅大阪五条宿舎取壊し工事に係る工事
損失補償算定業務

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12月17日
福田総合コンサルタン
ト（株）

7120001088339
代表取締役　藤原　邦彦
大阪府大阪市中央区北浜
１丁目３番１４号

当機構の発注工事により発生した
隣地住宅に係る不同沈下の補償
について、当該隣地住宅住人への
健康被害の懸念や地震等災害時
の倒壊の危険性等を勘案し、最
速・最短で対応する必要があること
から、会計規程第６７条第２号（緊
急の必要により競争に付すること
ができないとき）に該当するため。

- 2,640,000 - 0
　
　

「障害者の雇用の実態等に関する調査研究」のアン
ケート調査に係る回答データの入力業務

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3年12月28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。

- 1,531,200 - 0
　
　

令和５年度応用課程学生募集要項（推薦・一般入校
試験用）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4年1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。

- 1,446,445 - 0
　
　

家電の購入

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4年1月24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。

- 1,534,280 - 0
　
　



(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年度調査研究報告書サマリー」及び「令和３
年度調査研究の成果活用のポイントと知見」の印刷

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年1月25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。

- 592,680 - 0
　
　

トランシーバーおよびランタンの購入

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4年2月2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。

- 2,505,200 - 0
　
　

令和４年度６５歳超雇用推進助成金広報資料等の
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4年2月4日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 8,342,493 - 0
　
　

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4年2月9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。

- 1,540,000 - 0
　
　

障害者雇用納付金関係助成金に係るパンフレット等
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4年2月28日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 7,681,410 - 0
　
　

「第３０回職業リハビリテーション研究・実践発表会
発表者募集について」リーフレット等の印刷及び発
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4年3月4日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,640,304 - 0
　
　

資料シリーズ５「高齢期の操業に関する調査報告
書」（仮題）の編集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4年3月10日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,608,310 - 0
　
　

令和３年度電気料最終保障供給契約（中部電力管
内）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年3月16日
中部電力パワーグリッ
ド（株）

1180001135974

代表取締役社長執行役員　
清水　隆一
愛知県名古屋市東区東新
町１番地

他の小売電気事業者と電気需給
契約の合意に至らないことから、会
計規程第６７条第１号（契約の性質
又は目的が競争を許さないとき）に
該当するため。

- 6,341,768 - 0
　
　

令和３年度電気料最終保障供給契約（北陸電力管
内）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年3月17日 北陸電力送配電（株） 4230001017826

代表取締役社長　水野　
弘一
富山県富山市牛島町１５
番１号

他の小売電気事業者と電気需給
契約の合意に至らないことから、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。

- 3,546,939 - 0
　
　



(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年度電気料最終保障供給契約（東京電力管
内）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年3月22日
東京電力パワーグリッ
ド（株）

3010001166927

代表取締役社長　金子　
禎則
東京都千代田区内幸町１
丁目１番３号

他の小売電気事業者と電気需給
契約の合意に至らないことから、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。

- 15,817,356 - 0
　
　

令和３年度電気料最終保障供給契約（中国電力管
内）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年3月22日
中国電力ネットワーク
（株）

5240001054140

代表取締役社長　松岡　
秀夫
広島県広島市中区小町４
番３３号

他の小売電気事業者と電気需給
契約の合意に至らないことから、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。

- 5,210,566 - 0
　
　

令和３年度電気料最終保障供給契約（四国電力管
内）

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年3月22日 四国電力送配電（株） 8470001017344
取締役社長　横井　郁夫
香川県高松市丸の内２番
５号

他の小売電気事業者と電気需給
契約の合意に至らないことから、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。

- 3,206,867 - 0
　
　

令和３年度一般廃棄物の収集運搬処理一式（北海
道職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
河田　恵一
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3年4月1日
一般財団法人札幌市
環境事業公社

9430005010802

理事長　浦屋　謙
北海道札幌市中央区北一
条東１丁目４番１サン経成
ビル内

地方公共団体との取決めにより、
契約相手方が一に定められている
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。

- 1,215,225 - 0
　
　

冷温水機の修繕（北海道職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長
河田　恵一
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3年9月29日
川重冷熱工業（株）札
幌支店

3160001012736
支店長　西嶋　裕希
北海道札幌市中央区南７
条西１丁目１３番地

本件修理業務は、製造元である川
重冷熱工業（株）のみが履行可能
な業務であることから、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。

- 8,800,000 - 0
　
　

令和３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3年4月1日
（株）青森ビジネスマ
シン

4420001000250
代表取締役　吉田　勉
青森県青森市大字八ツ役
字上林１２－５

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。

- 936,320 - 0
予定調達総額（単価契約）
トナー（ブラック）　26,290.00円/本
トナー（マゼンダ）　24,970.00円/本
トナー（イエロー）　24,970.00円/本　
ほか

令和３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3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。

- 1,068,320 - 0
　
　

令和３年度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3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 - 0
　
　

訓練用機器（消防設備実習用機器一式）の購入（青
森職業能力開発促進センター）

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

令和3年12月17日 （有）ナリショウ 4420002002171
代表取締役　成田　隆雄
青森県青森市古川１丁目
２番７号

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。

- 1,027,400 - 0
　
　



(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（メモリーハイロガー一式）の購入（青森
短大）

契約担当役支部長
柏野　慶太
青森職業能力開発短期大学校
青森県五所川原市飯詰狐野１７１－２

令和3年5月11日 （株）ザックス 5420001012567
代表取締役　北田　浩
青森県下北郡東通村大字
田屋字上流１１番地１

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。

- 953,722 - 0
　
　

訓練用機器（リモート動画撮影システム一式）の購
入（青森短大）

契約担当役支部長
柏野　慶太
青森職業能力開発短期大学校
青森県五所川原市飯詰狐野１７１－２

令和3年10月13日 （株）ヤマダデンキ 2070001036729
代表取締役　小林　辰夫
群馬県高崎市栄町１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。

- 937,090 - 0
　
　

令和３年度盛岡菜園センタービル賃貸借（岩手支
部）

契約担当役支部長
古沢　隆之
岩手支部
岩手県花巻市天下田６９－１

令和3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 - 0
　
　

盛岡菜園センタービル専用部清掃業務（岩手支部）

契約担当役支部長
古沢　隆之
岩手支部
岩手県花巻市天下田６９－１

令和3年4月1日 東京美装興業（株） 6011101015153

代表取締役社長　八木　
秀記
東京都新宿区西新宿６丁
目２４番１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。

- 1,008,048 - 0
　
　

令和３年度施設設備等現況調査業務（東北能開大）

契約担当役支部長
吉野　祐一
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5月31日 （株）炬設計事務所 5011101004537

代表取締役　上島　進
東京都新宿区愛住町１８
－６メゾンブランシュ２０２
号

一般競争入札後の不落随意契約
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 - 0
　
　

令和３年度暖房用灯油の購入（秋田職業能力開発
促進センター）

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

令和3年11月2日 港北石油（株） 4410001001084
代表取締役　伊藤　弥
秋田県秋田市飯島道東１
丁目７番５０号

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

- 4,158,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
灯油　99.00円/Ｌ
　

訓練用機器（電気系保全作業検定盤１０セット）の購
入（秋田職業能力開発促進センター）

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

令和3年11月19日 （株）相場商店 9410001000073
代表取締役　相場　栄利
秋田県秋田市楢山登町１
番２０号

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。

- 1,617,000 - 0
　
　

令和３年度暖房用燃料（Ａ重油１種１号）の購入（秋
田短大）

契約担当役支部長
中西　裕之
秋田職業能力開発短期大学校
秋田県大館市扇田道下６－１

令和3年10月29日 港北石油（株） 4410001001084
代表取締役　伊藤　弥
秋田県秋田市飯島道東１
丁目７番５０号

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

- 9,443,500 - 0
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（１種１号）　93.50円/Ｌ
　

令和３年度臨時駐車場の賃借（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3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

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令和２
年９月より駐車場を賃借している
が，今年度も引続き賃借する必要
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。

- 4,950,000 - 0
　
　



(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「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3年4月15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。

- 1,980,000 - 0
　
　

本館新設に係る訓練用ネットワークサーバ等移設・
設定等業務（山形職業能力開発促進センター）

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

令和3年9月7日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）東北支店

9010001087242

東北支店長　沢田石　秀
昭
宮城県仙台市青葉区一番
町１－９－１

サーバの保守業者である当該業務
委託業者以外の者が当該業務を
行ったことで障害が発生した場合
の対応は保守業務契約外であり、
障害発生の際には訓練等に支障
が出ないよう迅速かつ確実な対応
が求められることから、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。

- 1,874,400 - 0
　
　

令和４年度能力開発セミナーコースガイド作成業務
（福島職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
中谷　誠次
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3年10月19日
（株）ホクトコーポレー
ション

1370001010299
代表取締役　及川　文和
宮城県仙台市青葉区上愛
子字堀切１番１３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。

- 770,022 - 0
　
　

訓練用機器（安全体験装置）の購入（福島職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長
中谷　誠次
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3年10月27日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388
代表取締役　江村　朋子
東京都中央区東日本橋二
丁目１６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。

- 1,315,600 - 0
　
　

パンフレット「２０２２年度離職者訓練（ものづくり分野
の職業訓練）受講者募集のご案内」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
中谷　誠次
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3年11月4日 （株）民報印刷 3380001001691

代表取締役社長　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。

- 1,044,340 - 0
　
　

訓練用機器（卓上ボール盤一式）の購入（福島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長
中谷　誠次
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4年1月13日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

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。

- 976,800 - 0
　
　

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
杉本　俊紀
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4月1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。

- 1,025,640 - 0
　
　

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
杉本　俊紀
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8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。

- 1,247,400 - 0
　
　

訓練用機器（センサ実習装置）４セットの購入（いわ
き訓練センター）

契約担当役支部長
中谷　誠次
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11月18日
富士エンタープライズ
（株）

1010001055388
代表取締役　江村　朋子
東京都中央区東日本橋二
丁目１６番４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。

- 4,048,000 - 0
　
　



(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）

ハイブリット加湿器等の購入（茨城職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長
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10月5日
茨城マーケティングシ
ステムズ（株）

8050001036493

つくば営業所長　初沢　克
洋
茨城県つくば市小野崎８８
－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。

- 1,098,900 - 0
　
　

令和４年度離職者訓練受講者募集パンフレット等製
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3年11月24日 伴印刷（株） 1060001003623
代表取締役　伴　誠
栃木県宇都宮市栄町６番
１０号

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。

- 1,693,560 - 0
　
　

オンライン訓練用端末導入及び動作確認作業（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3年11月30日
関彰商事（株）ビジネ
スソリューション部守
谷支店

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

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。

- 1,062,600 - 0
　
　

令和３年度ガソリン等の調達（単価契約）（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3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。

- 1,115,070 - 0
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　146.30円/ℓ
　

訓練用機器（ＴＩＧ溶接機用水冷ポンプ一式）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10月21日 千代田機工（株） 8010501008054

代表取締役社長　齋藤　
英明
東京都台東区台東１丁目
１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。

- 854,040 - 0
　
　

訓練用機器（タッピングボール盤一式）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10月21日 （有）大関工芸 9060002029949
代表取締役　大関　薫
栃木県小山市暁３丁目９
番１０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。

- 690,800 - 0
　
　

２０２３年度大学校案内パンフレット制作業務委託
（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11月18日 伴印刷（株） 1060001003623
代表取締役　伴　誠
栃木県宇都宮市栄町６番
１０号

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。

- 1,001,000 - 0
　
　

ＬＣＲメータの購入（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11月19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。

- 1,258,400 - 0
　
　

可変式直流安定化電源１８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11月25日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

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。

- 1,550,340 - 0
　
　



(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）

山留試験機（訓練用機器）に係る浅井戸ポンプ等の
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11月26日 （株）東横エルメス 3021001028942

代表取締役社長　宮川　
勝洋
東京都千代田区神田須田
町２－９

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。

- 1,177,000 - 0
　
　

防音室の購入（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12月10日 （株）河合楽器製作所 2080401001323
店長　木太　敬二
栃木県小山市城山町２－
１１－１２

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。

- 1,491,600 - 0
　
　

食器洗浄機一式の購入及び搬出業務（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3年12月23日 ホシザキ北関東（株） 6030001007713

代表取締役社長　尾崎　
司
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 - 0
　
　

レーザ加工機用集塵機修理（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4年1月20日 大東産商（株） 7010001021525
代表取締役　大原　勉
東京都千代田区神田東松
下町１２番地１

当該案件については、機器を納品
した業者のみが履行可能な業務で
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 - 0
　
　

令和３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3年4月1日 大栄不動産（株） 6010001049006
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。

- 6,172,776 - 0
　
　

令和３年度リワーク室事務所賃借（令和３年８月以
降分）（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3年5月7日 大栄不動産（株） 6010001049006
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。

- 13,582,144 - 0
　
　

令和３年度リワーク室事務所賃貸借変更契約に基
づく敷金（差額分）（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3年5月7日 大栄不動産（株） 6010001049006
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。

- 1,405,220 - 0
　
　

レイアウト変更工事（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3年11月15日 髙元建設（株） 5030001064301
代表取締役　髙橋　和彦
埼玉県越谷市御殿町２－
１１

賃貸物件の工事において賃貸人で
ある不動産業者から工事業者が指
定されているため、会計規程第６７
条第１号（契約の性質又は目的が
競争を許さないとき）に該当するた
め。

- 5,060,000 - 0
　
　

訓練用機器（集塵装置付きベルトグラインダー３台）
の購入（埼玉職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
山谷　隆則
埼玉職業能力開発促進センター
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８

令和3年12月2日 二宮商事（株） 5010801009457
代表取締役　二宮　教晃
東京都大田区田園調布１
－１５－８

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。

- 950,400 - 0
　
　



(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（ＶＶＦケーブル１巻外４３件）の購入（埼
玉職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
山谷　隆則
埼玉職業能力開発促進センター
埼玉県さいたま市緑区原山２－１８－８

令和4年1月24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。

- 933,900 - 0
　
　

電気・電子系訓練用機器（はんだ付け機器一式）の
購入（国立職業リハビリテーションセンター）

契約担当役所長
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8月30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。

- 940,500 - 0
　
　

電気・電子系訓練用機器（ミニＦＡ負荷ユニット一式）
の整備（国立職業リハビリテーションセンター）

契約担当役所長
畑　俊一
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10月4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。

- 990,000 - 0
　
　

２０２２年度国立職業リハビリテーションセンターご案
内パンフレットの作成（国立職業リハビリテーション
センター）

契約担当役所長
畑　俊一
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10月19日
社会福祉法人東京コ
ロニーコロニー東村山
印刷所

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

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

- 1,155,000 - 0
　
　

令和４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
畑　俊一
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11月5日
社会福祉法人東京コ
ロニーコロニー東村山
印刷所

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

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

- 1,430,000 - 0
　
　

第二会議室用椅子の購入（国立職業リハビリテー
ションセンター）

契約担当役所長
畑　俊一
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11月16日 （株）竹宝商会 4011101012854
代表取締役　佐渡　直紀
東京都新宿区高田馬場１
－２６－１２

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。

- 1,392,006 - 0
　
　

会議室の及び相談室Ａ・Ｄ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
畑　俊一
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12月23日
特定非営利活動法人
ぽぴあ

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

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

- 1,115,829 - 0
　
　

２０２２年度パンフレット等の発送委託（国立職業リ
ハビリテーションセンター）

契約担当役所長
畑　俊一
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12月23日
（福）東京コロニー　コ
ロニー東村山印刷所

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

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

- 1,112,100 - 0
　
　

訓練用機器（大型ディスプレイ外）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
畑　俊一
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4年1月4日
（株）コジマコジマ×
ビックカメラ所沢店

2060001001667
店長　安藝　貴史
埼玉県所沢市牛沼２８３３
－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。

- 779,680 - 0
　
　



(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）

会議室用什器の購入一式（国立職業リハビリテー
ションセンター）

契約担当役所長
畑　俊一
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4年1月4日
一般社団法人すまい
る・さぽーと品川

8010705002274
代表理事　福井　信
東京都品川区南大井１－
３－１２

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。

- 1,353,000 - 0
　
　

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
畑　俊一
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4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。

- 935,000 - 0
　
　

能力開発セミナー用機器（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
畑　俊一
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4年1月31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。

- 1,034,000 - 0
　
　

中高年向け離職者訓練プログラム開発・普及に係る
検証事業委託（千葉職業能力開発促進センター）

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

令和3年5月10日 （株）建築資料研究社 6013301028166
代表取締役　馬場　栄一
東京都豊島区池袋２丁目
５０番１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。

- 2,858,625 - 0
予定調達総額（単価契約）
受講者１人当たりの月額単価　
63,525.00円/月
　

訓練用機器（ＩｏＴネットワーク実習機器一式）の購入
（千葉職業能力開発促進センター）

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

令和3年5月14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。

- 1,328,250 - 0
　
　

訓練用機器（空気清浄機一式）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
阿部　貴彦
千葉職業能力開発促進センター
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

令和3年7月15日 上新電機（株） 9120001038564
代表取締役　金谷　隆平
大阪府大阪市浪速区日本
橋西１丁目６番５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。

- 1,056,000 - 0
　
　

令和４年度離職者訓練に係る受講生募集用パンフ
レット印刷製本業務（君津訓練センター）

契約担当役支部長
阿部　貴彦
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和3年9月28日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,152,800 - 0
　
　

車庫オーバードア２台修繕業務（高度訓練センター）

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

令和4年1月11日
金剛産業（株）関東メ
ンテナンスセンター

9010001073036

代表取締役社長　佐土原　
剛
東京都中央区晴海オフィ
スタワーＺ３３階

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

- 1,771,000 - 0
　
　

訓練用機器（電気設備施工実習器工具類一式）の
購入（千葉短大）

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

令和3年6月17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。

- 867,295 - 0
　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

プリンタートナー等の購入（単価契約）（東京支部）

契約担当役支部長
緑川　秀幸
東京支部
東京都墨田区江東橋２－１９－１２

令和3年4月1日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田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。

- 1,457,940 - 0

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ　ブラック２本セット　
15,180.00円/個
トナーカートリッジ　シアン２本セット　
15,840.00円/個
トナーカートリッジ　マゼンタ２本セット　
15,840.00円/個　ほか

令和３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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

令和３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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

令和３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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

令和３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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

令和３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
緑川　秀幸
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3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 - 0
　
　

進学情報サイト（マナビジョン）への学生情報等掲載
業務（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年4月1日 （株）進研アド 2120001144773
代表取締役　田村　隆憲
大阪府大阪市北区堂島２
－４－２７

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。

- 1,320,000 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3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 - 0
　
　



(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
新野　秀憲
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3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。

- 1,632,960 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3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。

- 1,544,400 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3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。

- 1,801,800 - 0
　
　

３号館屋外汚水桝修繕工事（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年4月26日 （株）小平興業 4012701000307
代表取締役　川窪　誠一
東京都小平市仲町４４２番
地

３号館周辺人孔桝が深さ１ｍほど
の空洞上に支持なしに吊られた状
態となっており、緊急に修繕しなけ
れば、いつ崩落してもおかしくない
非常に危険な状況であることから、
会計規程第６７条第２号（緊急の必
要により競争に付することができな
いとき）に該当するため。

- 792,000 - 0
　
　

「「職業能力の体系」の整備等に関する調査研究」
に係る職業能力の体系データ素案等作成業務（職
業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年5月31日
（株）インテージリサー
チ

6012701004917

代表取締役　小田切　俊
夫
東京都東久留米市本町１
丁目４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。

- 2,420,000 - 0
　
　

安全に係る映像教材の購入（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年6月16日 （株）映像研 1010401073452
代表取締役　佐々木　徹
東京都港区芝五丁目２６
番３０号専売ビル５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。

- 1,315,000 - 0
　
　

訓練用機器（人協動型／受注・生産管理実習サブ
システム一式）の購入（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年7月13日 （株）アールティ 9020001077201

代表取締役　中川　友紀
子
東京都千代田区外神田３
丁目２番１３号山口ビル３
Ｆ

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

- 14,850,000 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 1,544,400 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 1,859,000 - 0
　
　



(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
新野　秀憲
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3年9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

会計規程第６７条第１号（契約の性
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 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 1,443,560 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 2,073,500 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 2,676,860 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 1,176,120 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 1,065,600 - 0
　
　

外部講師謝金（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年9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

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

- 3,441,140 - 0
　
　

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
新野　秀憲
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3年10月1日
一般財団法人日本規
格協会

9010405010460
理事長　朝日　弘
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 - 0
　
　

ＩＥＥＥ電子ジャーナルの利用（職業大）

契約担当役校長
新野　秀憲
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3年12月20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。

- 4,012,210 - 0
　
　



(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年度離職者訓練パンフレット２種の作成業務
（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8月19日 （株）文化工房 2010401025923
代表取締役　三雲　薫
東京都港区六本木５－１０
－３１

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

- 5,630,740 - 0
　
　

離職者訓練広報用動画制作業務（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9月3日 （株）エイエイピー 9080001000578

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

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

- 6,783,040 - 0
　
　

都市ガス需給（神奈川支部・関東職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長
芳賀　竹志
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10月26日
東京電力エナジー
パートナー（株）

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

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

- 2,965,853 - 0

複数年契約 R3.12.1～R4.12.31
2年目以降契約総額 3,484,518円
予定調達総額（単価契約）
ガス従量料金単価　87.50円/㎥
　

セキュリティロッカー７式の購入及び既設機器（保管
庫）の搬出業務（関東職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
芳賀　竹志
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4年1月31日 （株）トシダ 5020001015536

代表取締役　土志田　仁
神奈川県横浜市西区伊勢
崎町１－１５トシダビル１０
１

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。

- 1,011,098 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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 - 0 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3年4月1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。

- 14,688,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
駐車場（月額）　15,300.00円/台
　

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 1,821,600 - 0
　
　



(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年度空調設備保守点検等業務一式（富山職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
相楽　智輝
富山職業能力開発促進センター
富山県高岡市八ヶ５５

令和3年4月16日 （株）サプラ 5230001001077
取締役社長　猛尾　真次
富山県富山市黒崎３４１－
１４

当センターが保有する冷温水機に
ついてはサプラ社が富山県におけ
る単一代理店であり、同社のみが
保守サービスを実施できることか
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。

- 1,628,000 - 0
　
　

サーバーラック入替作業（富山職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長
相楽　智輝
富山職業能力開発促進センター
富山県高岡市八ヶ５５

令和3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番地４

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。

- 1,925,000 - 0
　
　

令和３年度Ａ重油（単価契約）購入一式（北陸能開
大）

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

令和3年4月1日 （有）山崎石油 8230002007888
代表取締役　山崎　昭一
富山県魚津市住吉１０５７
番地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。

- 4,081,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（ＪＩＳ１種２号）　70.00円/Ｌ
　

令和３～５年度合併処理浄化槽汚泥引抜き業務一
式（北陸能開大）

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

令和3年4月1日 （株）魚津清掃公社 8230001007014
代表取締役　廣瀬　和夫
富山県魚津市大光寺６１
－１

浄化槽法第３５条に基づき、魚津市
の許可を得ている浄化槽清掃業者
は（株）魚津清掃公社のみであるこ
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。

- 1,235,520 - 0

複数年契約 R3.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 2,471,040円

　
　

訓練用機器（教材提示用ディスプレイ３台）他１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3年12月9日 （株）ほくつう 6220001006381

代表取締役社長　早川　
信之
石川県金沢市問屋町１丁
目６５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。

- 823,559 - 0
　
　

訓練用機器（ディスプレイ１１台）外９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4年1月13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。

- 1,166,066 - 0
　
　

訓練用機器（プロジェクタ４台）他の購入（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3年10月21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。

- 988,460 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　

事務用什器外の更新（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4年1月31日
エフケーユーテクニカ
ル（株）

1210001000547

代表取締役社長　山内　
みづえ
福井県福井市和田東１丁
目８１３

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。

- 738,760 - 0
　
　



(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）

職員健康診断業務一式（山梨支部・山梨障害者職
業センター・山梨職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
田中　信行
山梨支部
山梨県甲府市中小河原町４０３－１

令和3年4月1日 甲府共立病院 7090005000162
院長　小西　利幸
山梨県甲府市宝１－９－１

一般競争入札後の不落随意契約
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。

- 1,271,270 - 0
予定調達総額（単価契約）
既往歴及び業務歴の調査外１０件　
9,680.00円/人
眼底検査　1,320.00円/人
胃部Ⅹ線撮影　8,800.00円/人　ほか

離職者訓練受講者募集等に係るライセンス契約（山
梨職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
田中　信行
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4月21日 （株）サンリオ 5010701003956

代表取締役社長　辻　朋
邦
東京都品川区大崎１－６
－１

使用を期するキャラクターは契約相
手方が専有するコンテンツであるこ
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 - 0
　
　

令和３年度暖房用灯油の購入（山梨職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
田中　信行
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10月26日 （有）ヤマシタ 1090002003280
代表取締役　山下　高輝
山梨県甲府市国母３－１２
－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。

- 1,417,800 - 0
予定調達総額（単価契約）
灯油　102.00円/Ｌ
　

訓練用ネットワークソフトウェア一式の購入及び更
新作業（山梨職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
田中　信行
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4年2月10日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

9010001087242
代表取締役　及川　弘
東京都千代田区外神田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。

- 831,820 - 0
　
　

生産設備保全科訓練用ノートパソコン環境整備作
業（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5月10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横浜イースト
スクエア

以前に別のパソコンの環境整備し
た際と同様の整備が必要であるこ
とから（当該業者が整備）、会計規
程第６７条第１号（契約の性質又は
目的が競争を許さないとき）に該当
するため。

- 1,257,278 - 0
　
　

２０２２年度（令和４年度）能力開発セミナーガイドの
作製（長野職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
田中　修一
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10月28日
社会福祉法人ながの
コロニー

2100005001691
理事長　田中　幸廣
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。

- 1,856,327 - 0
　
　

令和３・４・５年度施設警備業務（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3年4月1日
ブイファッション仙台
（株）

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

一般競争入札後の不落随意契約
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。

- 3,960,000 - 0

複数年契約 R3.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 7,920,000円
予定調達総額（単価契約）
平日経費　156,000.00円/月
臨時開庁日経費　1,800.00円/時間

令和３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3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。

- 3,700,000 - 0
　
　

令和３年度岐阜事務所借料（岐阜支部）

契約担当役支部長
香川　英隆
岐阜支部
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和3年4月1日 前田紡績（株） 7180001092871
代表取締役　長坂　寿美
愛知県知多郡東浦町大字
生路地前田２０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。

- 10,311,840 - 0
　
　



(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年度公用車駐車場借料（岐阜支部）

契約担当役支部長
香川　英隆
岐阜支部
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和3年4月1日 前田紡績（株） 7180001092871
代表取締役　長坂　寿美
愛知県知多郡大字生路地
前田２０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。

- 1,029,600 - 0
　
　

令和３年度訓練用ネットワークシステムに係るソフト
ウエアライセンス更新作業及び保守（岐阜職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長
香川　英隆
岐阜職業能力開発促進センター
岐阜県土岐市泉町定林寺字園戸９６３
－２

令和3年4月1日 ＮＤＳ（株） 2180001039415
代表取締役　玉村　知史
愛知県名古屋市中区千代
田２－１５－１８

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

- 1,320,000 - 0
　
　

令和４年度学生募集に係るＪＲ岐阜駅及びＪＲ穂積
駅構内電照式看板広告（東海能開大）

契約担当役支部長
香川　英隆
東海職業能力開発大学校
岐阜県揖斐郡大野町古川１－２

令和3年4月1日 （株）アイセイ社 4180001033647
代表取締役　辻　雅人
愛知県名古屋市中区新栄
２丁目３６番２７号

当該駅の看板広告については、
（株）アイセイ社のみが広告取扱代
理店の指定を受けていることから、
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。

- 1,320,000 - 0
　
　

中高年向けの離職者訓練プログラムの開発・普及
に係る検証事業の実施（静岡支部）

契約担当役支部長
畑　英明
静岡支部
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５

令和3年5月10日
（株）静岡キャリアス
テーション

2080101010327
代表取締役　増田　正之
静岡県富士市瓜島町８２

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

- 5,280,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
受講者一人当たりの訓練委託費　
66,000.00円/月
　

訓練用消耗材「令和３年度訓練用電気資材等単価
契約」（静岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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4月1日 （株）フジタ商会 5080001004558
代表取締役　藤田　博久
静岡県静岡市駿河区中田
１丁目１８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。

- 1,181,943 - 0

予定調達総額（単価契約）
６００Ｖビニル絶縁電線３００ｍ巻　黒　
8,179.00円/巻
６００Ｖビニル絶縁電線３００ｍ巻　赤　
8,179.00円/巻
６００Ｖビニル絶縁電線３００ｍ巻　白　
8,179.00円/巻　ほか

訓練用消耗材「令和３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3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。

- 977,009 - 0

予定調達総額（単価契約）
丸鋼　黒皮　Ｓ４５Ｃ　Φ６０＊２０００　
8,206.00円/本
角材　Ａ５０５２　□６０＊２０００　
15,510.00円/本
ステンレス　ＳＵＳ３０４　ｔ３＊１＊２ｍ　
27,280.00円/本　ほか

訓練用消耗材「令和３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3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。

- 1,339,294 - 0

予定調達総額（単価契約）
梁　杉　１０５＊１０５＊４ｍ　特一　
6,512.00円/本
窓台　杉　１０５＊４５＊４ｍ　特一　
2,794.00円/本
垂木　杉　４５＊６０＊４ｍ　特一　
1,584.00円/本　ほか

令和３年度求職者情報誌の印刷・発送業務（年間単
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3年4月1日 池田屋印刷（株） 2080001000337
代表取締役　八木　伴則
静岡県静岡市駿河区中原
７４６－１

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

- 1,225,840 - 0

予定調達総額（単価契約）
求職者情報誌印刷（１回当たり１０００
部）　66,000.00円/回
求職者情報誌発送（１回当たり５５０
件）　87,230.00円/回

令和３年度プリンタトナー等の購入（単価契約）（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4月1日 佐藤産業（株） 1080401001976
代表取締役　佐藤　正基
静岡県浜松市東区将監町
３３－８

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。

- 1,012,770 - 0

予定調達総額（単価契約）
リサイクルトナーカートリッジ・ブラック　
12,540.00円/本
トナーカートリッジ・シアン　11,800.00
円/本
トナーカートリッジ・マゼンタ　外　
11,800.00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）

令和３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3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 - 0
　
　

令和３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3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。

- 82,903,128 - 0
　
　

電話交換システム一式の調達（愛知障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長
持永　秀行
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10月21日
ＫＤＤＩまとめてオフィス
中部（株）

2120001016097

取締中部支社長　加藤　
俊之
愛知県名古屋市西区名駅
２－２７－８名古屋プライム
セントラルタワー２２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。

- 1,067,330 - 0
　
　

訓練用備品（デスク）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3年4月1日 （株）サンエス 8180001036191
代表取締役　原田　昌彦
愛知県名古屋市西区中小
田井５－３８２

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。

- 1,439,350 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3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 - 0
　
　

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3年4月1日 （株）インテックス 4180001102914

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

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

- 1,122,000 - 0
　
　

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3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
宅菱池９１７番地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 - 0
　
　



(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）

被服等の購入（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3年6月15日
特定非営利活動法人
夢んぼ

3180005013605
理事長　菊池　利哉
愛知県愛西市町方町大山
田６１番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。

- 1,028,797 - 0
　
　

無線ＬＡＮの設定及び構築作業（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7月9日
東京エレクトロンデバ
イス（株）

4020001009043

代表取締役社長　徳重　
敦之
神奈川県横浜市神奈川区
金港町１番地４

ネットワークの設定の際、リース整
備されている既存のネットワークと
の調整が必要であり、リース機器
業者指定の業者のみ請け負うこと
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。

- 8,030,000 - 0
　
　

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3年8月30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 - 0
　
　

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3年8月30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,306,800 - 0
　
　

ジブクレーン巻用設備等修繕業務（中部職業能力
開発促進センター名古屋港湾労働分所）

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

令和3年9月8日
（株）ＩＭＣ名古屋営業
所

4010401048591
所長　中村　浩二
愛知県知多市北浜町１１
－１

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

- 1,848,000 - 0
　
　

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
持永　秀行
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4年1月12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。

- 1,044,450 - 0
　
　

構内除草業務（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3年4月1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　川口　明良
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。

- 1,163,140 - 0
　
　

２０２１年度後期版在職者訓練受講者募集パンフ
レット等印刷及び発送業務（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3年7月20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　川口　明良
三重県鈴鹿市八野町２
２ー１

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

- 1,213,641 - 0
　
　

令和３年度事務所の賃借（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3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 - 0
　
　



(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3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。

- 2,942,500 - 0
　
　

事務用備品（収納庫）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6月22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。

- 1,661,528 - 0
　
　

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4年2月9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２－５
－１６

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。

- 3,119,600 - 0
　
　

令和３～４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3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。

- 1,033,450 - 0

複数年契約 R3.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 1,033,450円
予定調達総額（単価契約）
封筒（長３）　8,500.00円/１０００枚／
箱
封筒（角２）　7,500.00円/５００枚／箱
封筒（角２マチ付き）　14,000.00円/１
００枚／箱

令和３年度訓練用教材（リングファイル外）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3年4月1日
（株）日興商会大阪北
支店

1140001050558
支店長　植田　眞
大阪府吹田市江坂町２－
１２－７

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

- 1,322,200 - 0
予定調達総額（単価契約）
リングファイル（３０穴）　392.00円/冊
リングファイル（２穴）　215.00円/冊
ＰＰＣ用紙　300.00円/冊　ほか

灯油の購入（単価契約４～６月１３，０００リットル）
（関西職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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4月1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。

- 970,970 - 0
予定調達総額（単価契約）
灯油　67.90円/Ｌ
　

無線ＬＡＮの設定及び構築作業（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5月25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

本件はリースで整備している既存
ネットワークへの機器の接続及び
サーバの設定調整を行うものであ
り、リース会社により実施業者が指
定されているため、当該指定業者
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。

- 8,800,000 - 0
　
　

訓練用機器（３Ｄプリンタシステム）の購入（関西職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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5月28日
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ・エンジニアリン
グシステムズ

8010801010040
代表取締役　東　和久
東京都大田区西蒲田７丁
目３７番１０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。

- 7,854,000 - 0
　
　

２０２１下半期能力開発セミナーガイドの作成及び発
送等（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3年7月8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。

- 846,560 - 0
　
　



(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（ロッカー１３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3年9月9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。

- 643,984 - 0
　
　

訓練用機器（人圧射出成型機１台）の購入（関西職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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9月16日 富田商工（株） 2120901009778
代表取締役　富田　大輔
大阪府摂津市鳥飼中３丁
目７番２２号

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

- 1,095,600 - 0
　
　

令和３・４年度施設清掃業務（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3年4月1日 （株）りんくう北中 5120101040317
代表取締役　菊川　眞康
大阪府泉佐野市下瓦屋５
丁目２番８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。

- 6,159,984 - 0

複数年契約 R3.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 6,160,016円

　
　

令和３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3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。

- 1,339,347 - 0

予定調達総額（単価契約）
プリンタトナー（カートリッジ５０９）　
28,480.00円/個
プリンタトナー（ＬＰＢ３Ｔ２５Ｖ）　
25,840.00円/個
プリンタトナー（ＴＮ－５６Ｊ）　
11,088.00円/個　ほか

令和３～５年度複写機保守業務（Ｒｉｃｏｈ　Ｐｒｏ　Ｃ５
１００ＳＨＴ）（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3年4月1日
リコージャパン（株）大
阪支社　南大阪営業
部

1010001110829
部長　谷口　正幸
大阪府堺市西区鳳南町３
丁２１５番

複写機の保守業務であり、複写機
のメーカー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。

- 3,762,000 - 0

複数年契約 R3.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 7,524,000円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　1.00円/枚
カラー　7.00円/枚

訓練用機器（書画カメラ６台外）の購入（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3年9月9日 和歌山電工（株） 2170001003801
代表取締役　谷口　司
和歌山県和歌山市本町９
－２３

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。

- 1,414,776 - 0
　
　

近畿職業能力開発大学校学校案内２０２３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3年9月24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。

- 2,101,000 - 0
　
　

令和３年度兵庫３施設合同後期版在職者訓練コー
スガイド作成印刷等業務（兵庫職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長
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3年6月4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。

- 1,267,200 - 0
　
　

令和４年度兵庫３施設合同通年版在職者訓練コー
スガイド作成印刷等業務（兵庫職業能力開発促進セ
ンター）

契約担当役支部長
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3年10月28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。

- 2,360,600 - 0
　
　



(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７～３月生離職者訓練募集チラシ印刷発
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4年3月17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。

- 1,716,569 - 0
　
　

令和３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
藤井　裕久
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3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 - 0
　
　

郵便料金計器１台の購入（奈良職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長
藤井　裕久
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6月18日
デュプロ奈良販売
（株）

1120001154402
代表取締役　中西　一雄
奈良県奈良市北之庄西町
１－２－１

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。

- 841,280 - 0
　
　

模擬実習家屋新築一式の購入（奈良職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
藤井　裕久
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11月30日 前田木材（株） 3120001150721
代表取締役　前田　純二
大阪府枚方市茄子作東町
４１－１

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。

- 1,177,000 - 0
　
　

事務所の賃借（和歌山障害者職業センター職業準
備支援室）

契約担当役支部長
吉澤　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3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 - 0
　
　

訓練用ネットワークに係るウイルス対策ソフトウェア
の購入及びインストール作業（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3年7月16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

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。

- 722,260 - 0
　
　

材料試験機移設業務（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3年8月27日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

納入後１年６か月であり故障時の
メーカー保障が出来ず、納入後５年
間は納入業者による移設しか出来
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。

- 3,872,000 - 0
　
　

敷地の賃借（和歌山職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
吉澤　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3年9月2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。

- 1,884,000 - 0
　
　

訓練用機器（木工用集塵機）の修繕業務（鳥取職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長
田中　賢一
鳥取職業能力開発促進センター
鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１１

令和3年11月26日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　美好　達雄
大阪府大阪市江戸堀１丁
目２６番２０号

当該機器は受注生産品であるため
修繕可能業者が指定代理店に限
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。

- 3,528,140 - 0
　
　



(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3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。

- 1,057,995 - 0
予定調達総額（単価契約）
レギュラーガソリン　140.00円/リットル
　

訓練用教材（ＶＶＦケーブル１．６－２Ｃ　３０把外３０
件）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3年4月1日 三和電工（株） 1280001000920
代表取締役　岡本　広
島根県松江市宍道町佐々
布２１３番地３４

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。

- 1,320,000 - 0
　
　

外部講師謝金（島根職業能力開発促進センター）

島根支部分任契約管理者
島根職業能力開発促進センター所長
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3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。

- 1,164,240 - 0
　
　

令和４年度受講生募集案内の作成業務（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3年10月28日 （株）クリアプラス 3280001006916

代表取締役社長　柏村　
英男
島根県松江市北田町２４８
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。

- 1,003,200 - 0
　
　

令和３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3年11月25日 （株）ジョモネット山陰 9270001003322
代表取締役　井上　賢明
鳥取県米子市昭和町３８
番地１

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

- 1,269,070 - 0
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　83.00円/Ｌ
　

訓練用機器（パソコン４台）の購入（島根職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長
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3年12月23日 （株）大塚商会 1010001012983

代表取締役社長　大塚　
裕司
東京都千代田区飯田橋２
－１８－４

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。

- 1,333,200 - 0
　
　

厨房用機器３点の購入（島根短大）

契約担当役支部長
福嶋　正人
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－７

令和3年10月27日 ホクサン厨機（株） 7280001000659
代表取締役　上代　達夫
島根県松江市西嫁島１丁
目４番３１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。

- 915,200 - 0
　
　

訓練用機器（電気系保全作業検定盤７台）の購入
（島根短大）

契約担当役支部長
福嶋　正人
島根職業能力開発短期大学校
島根県江津市二宮町神主１９６４－７

令和3年12月27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。

- 1,180,102 - 0
　
　

令和３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3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 - 0
　
　



(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３～５年度エレベータ保守点検業務（岡山職業
能力開発促進センター）

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

令和3年4月1日
日本オーチス・エレ
ベータ（株）中国支店

9010001075825
支店長　緒方　直樹
広島県広島市南区稲荷町
４番１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。

- 924,000 - 0

複数年契約 R3.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 1,848,000円

　
　

令和３年度訓練用資材（木材類）の調達（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8月5日 （株）相原材木店 3260001000152

代表取締役社長　相原　
邦彦
岡山県岡山市北区辰巳２
４－１０３

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。

- 1,375,198 - 0
　
　

令和３～５年度エレベータ保守点検業務（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3年4月1日
日本オーチス・エレ
ベータ（株）中国支店

9010001075825
支店長　緒方　直樹
広島県広島市南区稲荷町
４番１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。

- 1,029,600 - 0

複数年契約 R3.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 2,059,200円

　
　

２０２１年度入試広報企画業務（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3年4月1日
（株）キッズ・コーポ
レーション

5013301031674

代表取締役　坂口　剛太
郎
京都府京都市中京区弁慶
町２２３光洋ビル５階

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

- 1,287,000 - 0
　
　

学生寮防火扉等修繕業務（中国能開大）

契約担当役支部長
水野　隆志
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4年1月6日 三宅建設（株） 5260001014968
代表取締役　三宅　博雄
岡山県倉敷市笹沖３７４番
地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。

- 2,090,000 - 0
　
　

進学情報サイト「スタディサプリ進路」への情報掲載
（中国能開大）

契約担当役支部長
水野　隆志
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4年1月18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。

- 1,485,000 - 0
　
　

進学情報サイト「スタディサプリ進路」への学校紹介
動画掲載及び動画の制作（中国能開大）

契約担当役支部長
水野　隆志
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4年2月25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。

- 2,695,000 - 0
　
　

令和３年度施設清掃業務（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
新田　峰雄
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。

- 7,828,920 - 0
　
　

訓練用デスクトップパソコン１０台の調達（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
新田　峰雄
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12月20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。

- 1,578,170 - 0
　
　



(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
佐々木　祥英
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 - 0
　
　

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
佐々木　祥英
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 - 0
　
　

庁舎の借上げ（広島障害者職業センター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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4月2日
エヌ・ティ・ティ都市開
発（株）

1010001012372
中国支店長　浅井　譲司
広島県広島市中区基町６
番７８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。

- 28,426,640 - 0

複数年契約 R3.8.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 42,639,960円

　
　

庁舎の借上に係る仲介手数料（広島障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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4月8日
シービーアールイー
（株）

3010401033768
坂口　英治　代表取締役
東京都千代田区丸の内二
丁目１番１号

新規の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。

- 3,553,330 - 0
　
　

庁舎借上げに係る敷金預託金（広島障害者職業セ
ンター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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4月28日
エヌ・ティ・ティ都市開
発（株）

1010001012372
中国支店長　浅井　譲司
広島県広島市基町６番７８
号

新規の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。

- 9,690,900 - 0
　
　

庁舎の借上げ（駐車場）（広島障害者職業センター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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7月29日
エヌ・ティ・ティ都市開
発（株）

1010001012372
中国支店長　浅井　譲司
広島県広島市中区基町６
番７８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。

- 693,000 - 0

複数年契約 R3.9.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 1,188,000円

　
　

清掃業務（広島障害者職業センター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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8月16日
テルウェル西日本
（株）

9120001098385
中国支店長　眞塚　教夫
広島県広島市中区基町６
番７８号

令和３年４月２日付で締結している
賃貸借契約書に基づき賃貸人が指
定する業者以外に履行することが
出来ないことから、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。

- 1,139,600 - 0

複数年契約 R3.9.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 1,953,600円

　
　

中高年向け離職者訓練プログラムの開発・普及に
係る検証事業の実施（広島職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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5月10日 （株）ニチイ学館 3010001025868
代表取締役　森　信介
東京都千代田区神田駿河
台２－９

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。

- 2,950,020 - 0
予定調達総額（単価契約）
受講者一人当たりの月額単価　
65,556.00円/月
　

アクリルパーティション１式の購入・設置（広島職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
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10月12日 三ツ和工業（有） 1240002029467
代表取締役　角一　竜司
広島県東広島市黒瀬町小
多田１６－７５

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。

- 1,094,500 - 0
　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

トイレ用洗浄殺菌装置外賃貸借及び保守管理業務
（福山短大）

契約担当役支部長
佐々木　祥英
福山職業能力開発短期大学校
広島県福山市北本庄４－８－４８

令和3年4月1日 日本カルミック（株） 8010001032991
代表取締役　高居　隆章
東京都千代田区九段南１
－５－１０

会計規程第６７条第７号（予定借料
の年額又は総額が８０万円を超え
ない物件の借入）に該当するため。

- 405,768 - 0

複数年契約 R3.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 405,768円

　
　

事務用備品（デスク・システム収納セーバー等）の
購入（山口支部・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
山口支部
山口県山口市矢原１２８４－１

令和3年9月21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。

- 968,000 - 0
　
　

令和３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3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。

- 1,266,100 - 0

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

訓練用機器（ＴＶアンテナ用電界強度測定器３台外
１件）の購入（山口職業能力発促進センター）

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3年7月2日 （株）セブンシステム 1250001000337
代表取締役　細坂　孝彦
山口県山口市惣太夫町５
番３５号

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。

- 1,207,800 - 0
　
　

訓練用機器（低圧電気取り扱い安全体験器）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3年11月18日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
－１９－９

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。

- 1,148,400 - 0
　
　

訓練用機器（空気圧トレーニングキット）の購入（山
口職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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3年11月18日
新川電機（株）西中国
支社

4240001004583
支社長　西宮　伸一
山口県防府市駅南町８－
１４

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

- 1,584,000 - 0
　
　

令和４（２０２２）年度公共職業訓練受講生募集に係
るパンフレット製作業務（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3年11月18日 （株）マルニ 9250001000726

代表取締役社長　河野　
康志
山口県山口市道祖町７－
１３

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。

- 837,760 - 0
　
　

訓練用教材（合成樹脂管他５１件の購入）（山口職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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3年12月21日 （株）セブンシステム 1250001000337
代表取締役　細坂　孝彦
山口県山口市惣太夫町５
番３５号

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

- 1,116,334 - 0
　
　

訓練用機器（サーモカメラ）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4年1月6日
新川電機（株）西中国
支社

4240001004583
支社長　西宮　伸一
山口県防府市駅南町８－
１４

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

- 1,265,000 - 0
　
　



(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【ダイレクトプリンター式】の購入（四国
能開大）

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

令和3年8月4日 （株）電化センター 6470001002851
代表取締役　佐藤　康弘
香川県高松市天神前４－
３５

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。

- 1,549,999 - 0
　
　

教材（住宅科用柱（桧ＫＤＭ５２本）外１７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6月4日 正和木材（株） 9490001006253
代表取締役　三木　康弘
高知県南国市双葉台２０
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。

- 1,457,973 - 0
　
　

訓練用機器（危険体験装置）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11月1日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　美好　達雄
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

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

- 1,257,300 - 0
　
　

外部講師謝金（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12月2日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,663,200 - 0
　
　

能力開発セミナーガイド（３０００部）外１件の印刷業
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3年12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丁
目３番地２

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

- 966,440 - 0
　
　

足場の購入一式（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4年1月24日 （株）ＳＫビルド 6490001008731
代表取締役　小田　壮志
高知県高知市横浜新町４
丁目２１０１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。

- 1,433,102 - 0
　
　

電磁錠システム一式の購入（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4年2月9日 電化工事（株） 7490001001504
代表取締役　野瀬　博之
高知県高知市薊野南町２
８番３３号

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

- 1,251,800 - 0
　
　

訓練用機器（リモコン配線機器）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4年2月9日 （株）高知通信機 3490001000641
代表取締役　森本　道義
高知県高知市鴨部１丁目
２３番２０号

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

- 936,100 - 0
　
　

エアーコンプレッサ一式の購入（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9月7日
関東物産（株）大阪支
店

9010001013776
支店長　美好　達雄
大阪府大阪市西区江戸堀
１丁目２６番２０号

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

- 1,192,400 - 0
　
　



(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）

学校案内等作成業務（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10月5日 （有）大国印刷所 6490002009506
代表取締役　高橋　亮
高知県吾川郡いの町駅南
町２８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。

- 1,419,550 - 0
　
　

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12月7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

本件広告業務においては、当該業
者が指定代理店であることから、
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。

- 1,207,800 - 0
　
　

データアクイジョン装置一式の購入（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12月15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
公院通寺の内下る古美濃
部町１８５番地

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

- 1,056,000 - 0
　
　

トナーカートリッジブラック（２０本）外３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4年1月27日 （有）池商店 3490002001985
取締役　池　啓伸
高知県高知市日の出町７
番５０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。

- 858,000 - 0
　
　

書画カメラ（２台）外５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4年2月4日 （株）高知通信機 3490001000641
代表取締役　森本　道義
高知県高知市鴨部１丁目
２３番２０号

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

- 1,172,600 - 0
　
　

津田駒ＶＧ－１５０用Ｌ型ハンドル（６本）外１９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4年2月7日 （株）高亜溶材 2490001000840
代表取締役　太田　賀久
高知県高知市南新田町４
番３０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。

- 1,134,496 - 0
　
　

令和３年度封筒及び名刺の調達（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
井上　和久
福岡支部
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和3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。

- 2,374,790 - 0

予定調達総額（単価契約）
長形３号封筒　13.75円/枚
角形２号封筒（裏面印刷有）　27.50円
/枚
角形２号封筒（裏面印刷無）　26.40円
/枚　ほか

令和３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
井上　和久
福岡支部
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和3年4月1日 福岡県信用組合 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 - 0
　
　

令和３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
井上　和久
福岡支部
福岡県北九州市八幡西区穴生３－５－
１

令和3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 - 0
　
　



(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年度溶接棒等の調達（福岡職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長
井上　和久
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。

- 988,955 - 0
予定調達総額（単価契約）
被覆アーク溶接棒　8,030.00円/箱
ＴＩＧ溶接棒　8,250.00円/箱
アセチレン　11,550.00円/本　ほか

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
井上　和久
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。

- 1,188,000 - 0
　
　

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
井上　和久
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4月1日 （株）アットワーク 8250001004430

代表取締役　内海　やよ
い
福岡県福岡市博多区博多
駅東１－１－３３

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

- 1,607,760 - 0
　
　

「生産性向上支援訓練オープンコース（令和３年度８
－１０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
井上　和久
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4月22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。

- 1,106,138 - 0
　
　

訓練用機器（壁掛けプロジェクター一式）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
井上　和久
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7月30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。

- 1,108,800 - 0
　
　

「生産性向上支援訓練オープンコース（令和３年度１
１～２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
井上　和久
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8月19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。

- 1,037,327 - 0
　
　

訓練用備品（平デスク２５台外）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
井上　和久
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8月24日 キングテック（株） 4290801001081
代表取締役　網中　裕城
福岡県北九州市小倉北区
東港２丁目５番１号

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。

- 1,383,030 - 0
　
　

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
井上　和久
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9月24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。

- 1,132,560 - 0
　
　

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
井上　和久
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9月24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。

- 1,108,800 - 0
　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

物品役務等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

外部講師謝金（福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
井上　和久
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9月24日 （株）アットワーク 8250001004430

代表取締役　内海　やよ
い
福岡県福岡市博多区博多
駅東１－１－３３

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

- 1,631,520 - 0
　
　

令和４年度離職者訓練募集案内の印刷製本及び広
報用ポスターの制作業務（福岡職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長
井上　和久
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10月29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。

- 1,321,034 - 0
　
　

令和４年度在職者訓練等に係る広報ツールの電子
データ制作業務（福岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
井上　和久
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11月19日 （株）利助オフィス 4290001011030

代表取締役　前田　美保
惠
福岡県福岡市中央区天神
１丁目１６番１号毎日福岡
会館１０Ｆ

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。

- 1,150,600 - 0
　
　

訓練用備品（ケース入り定規セット外５１件）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
井上　和久
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12月14日 キングテック（株） 4290801001081
代表取締役　網中　裕城
福岡県北九州市小倉北区
東港２丁目５番１号

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。

- 1,270,368 - 0
　
　

訓練用機器（サンワサプライＲＪ４５コネクタ外４２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
井上　和久
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12月14日 西日本電設資材（株） 9290801010417

代表取締役　大久保　康
彦
福岡県北九州市八幡西区
則松５－３－６

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。

- 1,084,710 - 0
　
　

令和４年度在職者訓練等に係る広報ツールの制作
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
井上　和久
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12月14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。

- 1,649,824 - 0
　
　

生産性訓練オープンコース案内パンフレット製作・印
刷及び発送（６～８月分）（福岡職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長
井上　和久
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4年3月15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。

- 1,156,419 - 0
　
　

令和３年度施設内定期清掃及び除草業務（飯塚訓
練センター）

契約担当役支部長
井上　和久
飯塚訓練センター
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和3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 - 0
　
　

空調機（１台）の購入及び設置業務（飯塚訓練セン
ター）

契約担当役支部長
井上　和久
飯塚訓練センター
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和3年5月21日
三和テクノ（株）西日
本事業所

5180001096445

執行役員所長　夫馬　嘉
孝
福岡県糟屋郡粕屋町字上
大隈３９７－１

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。

- 830,280 - 0
　
　



(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（発電機２台外）の購入（飯塚訓練セン
ター）

契約担当役支部長
井上　和久
飯塚訓練センター
福岡県飯塚市柏の森８３－９

令和4年1月26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。

- 1,208,900 - 0
　
　

令和４年度学生募集要項（４種類）印刷製本業務
（九州能開大）

契約担当役支部長
井上　和久
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3年4月22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。

- 1,311,750 - 0
　
　

訓練用機器（切替機外１６件）の購入（九州能開大）

契約担当役支部長
井上　和久
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3年7月8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。

- 1,199,000 - 0
　
　

学生寮備品（洗濯機８台他５件）の購入及び設置業
務（九州能開大）

契約担当役支部長
井上　和久
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3年10月21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。

- 1,177,000 - 0
　
　

訓練用教材（ＶＶＦケーブル外５９件）の購入（長崎職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
河野　晶裕
長崎職業能力開発促進センター
長崎県諌早市小船越町１１１３

令和3年4月1日 西部産業（株） 7310001005596

代表取締役　相良　圭一
郎
長崎県佐世保市浜田町１
－１

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

- 972,686 - 0
　
　

外部講師謝金（熊本職業能力開発促進センター）

熊本支部分任契約管理者
熊本職業能力開発促進センター所長
井本　栄一
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3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。

- 1,081,080 - 0
　
　

訓練用電気工具（テスタ４６個外１０件）の購入（熊
本職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
井本　栄一
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4年2月24日 （株）山本商店 8290001054100
代表取締役　山本　琢郎
福岡県大牟田市西宮浦町
１１－２５

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

- 1,082,466 - 0
　
　

訓練用機器（油圧ショベル１台）の修繕業務（荒尾訓
練センター）

契約担当役支部長
井本　栄一
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和3年7月6日
コマツカスタマーサ
ポート（株）九州沖縄カ
ンパニー

7021001015409
社長　重藤　彰紀
福岡県福岡市東区箱崎４
－１４－３４

当該油圧ショベルの修理は機器
メーカーと代理店契約を締結してい
る業者以外に実施することは不可
能であることから、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。

- 6,706,260 - 0
　
　

自動直線切断機２台外３件の購入（荒尾訓練セン
ター）

契約担当役支部長
井本　栄一
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和3年10月13日
福岡酸素（株）大牟田
支社

1290001049544
支社長　島　浩司
福岡県大牟田市西港町１
－１－７

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。

- 935,572 - 0
　
　



(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）

配管用炭素鋼鋼管１０本外５３件の購入（荒尾訓練
センター）

契約担当役支部長
井本　栄一
荒尾訓練センター
熊本県荒尾市荒尾４４０９

令和3年11月29日 タクマ機器販売
特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

代表者　田尻　賢二
熊本県熊本市東区御領１
丁目１－４７

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。

- 876,934 - 0
　
　

令和３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
渡辺　英俊
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3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 - 0
　
　

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3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。

- 1,215,720 - 0
　
　

令和３年度都市ガス需給業務（宮崎職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
炭田　直哉
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

令和3年4月1日
宮崎ガス（株）宮崎支
店

5350001001692
支店長　田中　博
宮崎県宮崎市阿波岐原町
野間３１１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。

- 3,726,216 - 0
予定調達総額（単価契約）
一般Ａ　248.46円/㎥
一般Ｂ　203.65円/㎥
一般Ｃ　186.07円/㎥

令和３年度施設設備改修に係る調査及び見積書作
成業務（宮崎職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
炭田　直哉
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

令和3年6月16日 （株）別当設計 9350001001557
代表取締役　別当　幸宣
宮崎県宮崎市恒久３－３０
－１１

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。

- 2,200,000 - 0
　
　

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3年9月30日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,326,600 - 0
　
　

本館複合受信機交換及び取付調整業務（宮崎職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長
炭田　直哉
宮崎職業能力開発促進センター
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１

令和3年10月21日 （株）武田ポンプ店 1350001001003

代表取締役社長　濵崎　
幸夫
宮崎県宮崎市橘通東４丁
目５番１４号

落雷による複合受信機の故障につ
き、火災発生時に火元の特定がで
きず、適切な避難誘導を行うことが
できないため、早急に修繕を行う必
要があることから、会計規程第６７
条第２号（緊急の必要により競争に
付することができないとき）に該当
するため。

- 3,242,690 - 0
　
　

火災報知器故障の緊急修繕（川内短大）

契約担当役支部長
坂田　充規
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3年6月7日 第一ビル管理（株） 2350001000978

代表取締役　野津手　靖
丈
宮崎県宮崎市大字島之内
字永池９２１７番地６

落雷による複合盤の故障につき、
学生寮内での火災発生時に火元
の特定ができず、適切な避難誘導
を行うことができないことから一刻
も早く修繕を行う必要があり、会計
規程第６７条第２号（緊急の必要に
より競争に付することができないと
き）に該当するため。

- 1,305,700 - 0
　
　

学校紹介動画の制作（川内短大）

契約担当役支部長
坂田　充規
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3年11月26日 （株）イースト朝日 2340001005004

代表取締役　東垂水　正
昭
鹿児島県鹿児島市南栄３
丁目３０番７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。

- 1,078,000 - 0
　
　



(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）

２０２３年度用学校案内パンフレット制作等業務（川
内短大）

契約担当役支部長
坂田　充規
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3年12月22日 （株）イースト朝日 2340001005004

代表取締役　東垂水　正
昭
鹿児島県鹿児島市南栄３
丁目３０番７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。

- 1,639,000 - 0
　
　

公用車（普通自動車）の交換購入（沖縄障害者職業
センター）

契約担当役支部長
能美　英生
沖縄障害者職業センター
沖縄県那覇市おもろまち１－３－２５沖
縄職業総合庁舎５階

令和3年11月1日 琉球日産自動車（株） 5360001010486

代表取締役社長　仲井間　
宗仁
沖縄県浦添市港川２丁目
１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。

- 2,104,421 - 0
　
　

令和３・４年度緑地維持管理等業務（沖縄職業能力
開発促進センター）

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

令和3年4月1日
一般社団法人結まー
る

9360005005264
代表理事　照屋　寛諒
沖縄県沖縄市園田３－５
－３３階

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。

- 1,039,500 - 0

複数年契約 R3.4.1～R5.3.31
2年目以降契約総額 1,039,500円

　
　

訓練用機器（タッチパネル１１台）の購入（沖縄能開
大）

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

令和3年5月24日
前原エンタープライズ
（株）

9360001001952
代表取締役　前原　信平
沖縄県那覇市銘苅１丁目
１４番１６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。

- 1,364,000 - 0
　
　

令和３年度産業廃棄物処理業務（沖縄能開大）

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

令和3年7月8日 （株）マルイ 2360001009168
代表取締役　伊佐　眞秀
沖縄県中頭郡北谷町美浜
３－３－４

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

- 1,439,130 - 0
　
　

広報用動画作成（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3年9月17日 丸正印刷（株） 3360001005109

代表取締役　与那覇　正
明
沖縄県西原町小那覇１２１
５番地

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

- 1,839,200 - 0
　
　


