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秋田職業能力開発短期大学校公共下水道接続工
事
秋田県大館市字扇田道下６－１
期間　令和4年4月1日～令和4年8月31日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年4月1日 白川建設（株） 8410001006022
代表取締役　白川　懸士
秋田県大館市花岡町字大
森山下６７番地

一般競争入札 44,583,000 43,428,000 97.4%
　
　

新潟職業能力開発促進センター外構整備等工事
新潟県長岡市住吉３－１－１
期間　令和4年5月10日～令和4年11月11日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月9日 長岡土建工業（株） 1110001023038
代表取締役　櫻井　正行
新潟県長岡市干場２－４
－２０

一般競争入札 198,880,000 183,480,000 92.3%
　
　

茨城障害者職業センター空調設備等改修工事
茨城県笠間市鯉淵６５２８－６６
期間　令和4年5月12日～令和4年12月9日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月11日 （有）ロビンス熱工業 5050002003611
代表取締役　田所　諭
茨城県水戸市河和田町３
９１４

一般競争入札 23,463,000 11,770,000 50.2%
　
　

福岡障害者職業センター北九州支所空調設備等改
修工事
福岡県北九州市小倉北区萩崎町１－２７
期間　令和4年5月12日～令和4年12月9日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月11日 （株）筑豊冷機 8290001045520
代表取締役　入江　正利
福岡県飯塚市鶴三緒１５５
７－１

一般競争入札 56,254,000 46,662,000 82.9%
　
　

和歌山障害者職業センター空調設備等改修工事
和歌山県和歌山市太田１３０－３
期間　令和4年5月12日～令和4年12月9日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月11日 （株）まえだ住宅設備 8170001010750

代表取締役　前田　陽一
郎
和歌山県橋本市神野々１
１４５－１

一般競争入札 38,841,000 26,180,000 67.4%
　
　

佐世保訓練センター屋根等改修工事
長崎県佐世保市指方町６６８
期間　令和4年5月13日～令和4年12月27日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月12日 （株）とみたメンテ 6310001007049
代表取締役　富田　耕司
長崎県佐世保市東大久保
町３－３

一般競争入札 235,620,000 139,700,000 59.3%
　
　

荒尾訓練センター屋根等改修工事
熊本県荒尾市荒尾４４０９
期間　令和4年5月18日～令和4年12月27日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月17日 （株）エイケン 3290801028539
代表取締役　上田　栄吾
福岡県田川市大字川宮１
７８２－４

一般競争入札 150,700,000 104,676,000 69.5%
　
　

雇用促進住宅大阪桜島宿舎取壊し工事（未済部分
取壊し等）
大阪府大阪市此花区桜島町３－４２－８
期間　令和4年6月3日～令和4年12月9日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年6月2日 （株）前田産業 2330001004304

代表取締役　木村　洋一
郎
熊本県熊本市南区野田３
－１３－１

一般競争入札 54,120,000 39,380,000 72.8%
　
　

秋田職業能力開発短期大学校本館昇降機設備更
新工事設計監理業務
秋田県大館市字扇田道下６－１
期間　令和4年10月1日～令和5年2月15日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月30日 （有）アイ設計 3410002008286
取締役　石田　起徳
秋田県大館市新町１９

一般競争入札 - 3,025,000 -
　
　

京都職業能力開発促進センター本館昇降機設備更
新工事設計監理業務
京都府長岡京市友岡１－２－１
期間　令和4年10月1日～令和5年2月15日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月30日
（株）アイプラス設計
事務所

3120001183746
代表取締役　米田　啓一
大阪府大阪市中央区常盤
町１－４－１２

一般競争入札 - 3,828,000 -
　
　

高度訓練センター受変電設備等改修工事
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
期間　令和4年10月1日～令和5年10月13日

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月30日 工藤電機工業（株） 2040001065499
代表取締役　工藤　賢作
千葉県柏市新柏１－１６－
１２

一般競争入札 630,080,000 377,300,000 59.9%
　
　

本館及び実習場（共用部）照明（ＬＥＤ化）工事（北海
道職業能力開発促進センター）
北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
期間　令和4年6月4日～令和5年1月30日

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4年6月3日 （株）北栄電気工業 9440002008617
代表取締役　鍵谷　順一
北海道二海郡八雲町栄町
１番地の２８

一般競争入札 61,303,000 26,345,000 43.0%
　
　

備　　　　考
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本館・本館Ｂ棟ＬＥＤ照明改修及びエアコン更新工
事設計監理業務（旭川訓練センター）
北海道旭川市永山八条２０－３－１
期間　令和4年12月13日～令和5年12月14日

契約担当役支部長
河田　恵一
旭川訓練センター
北海道旭川市永山八条２０－３－１

令和4年12月12日
（株）岩見田設備設計
事務所

8430001001814
代表取締役　川原　千佳
北海道札幌市北区北３０
条西４丁目２番２７号

一般競争入札 - 2,090,000 -
　
　

屋外実習場舗装更新及びその他工事（釧路訓練セ
ンター）
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７
期間　令和4年4月19日～令和4年10月28日

契約担当役支部長
河田　恵一
釧路訓練センター
北海道釧路市大楽毛南４－５－５７

令和4年4月18日 大陸建設（株） 4460001001039
代表取締役　土屋　憲幸
北海道釧路市星が浦南１
丁目１番２号

一般競争入札 17,404,459 16,060,000 92.3%
　
　

ＭＥ実習棟屋根等改修工事設計監理業務（函館訓
練センター）
北海道函館市日吉町３－２３－１
期間　令和4年5月11日～令和5年1月11日

契約担当役支部長
河田　恵一
函館訓練センター
北海道函館市日吉町３－２３－１

令和4年5月10日 （株）エイト設計 2430001032014
代表取締役　髙橋　忠明
北海道札幌市中央区大通
西１丁目１４－２

一般競争入札 - 1,738,000 -
　
　

ＭＥ実習棟屋根等改修工事（函館訓練センター）
北海道函館市日吉町３－２３－１
期間　令和4年9月28日～令和4年12月28日

契約担当役支部長
河田　恵一
函館訓練センター
北海道函館市日吉町３－２３－１

令和4年9月27日 （株）堀組 5440001002153
代表取締役　堀　晃彰
北海道函館市千代台町６
番１９号

一般競争入札 15,565,000 14,190,000 91.2%
　
　

境界塀補修工事（北海道能開大）
北海道小樽市銭函３－１９０
期間　令和4年6月1日～令和4年11月4日

契約担当役支部長
河田　恵一
北海道職業能力開発大学校
北海道小樽市銭函３－１９０

令和4年5月31日 （株）栄商 3430001002148
代表取締役　佐藤　伸大
北海道札幌市東区北４７
条東１丁目１－１０

一般競争入札 18,777,000 18,480,000 98.4%
　
　

Ｍ棟外壁補修工事（北海道能開大）
北海道小樽市銭函３－１９０
期間　令和4年6月10日～令和4年10月7日

契約担当役支部長
河田　恵一
北海道職業能力開発大学校
北海道小樽市銭函３－１９０

令和4年6月9日 （株）栄商 3430001002148
代表取締役　佐藤　伸大
北海道札幌市東区北４７
条東１丁目１－１０

一般競争入札 32,043,000 19,140,000 59.7%
　
　

Ｎ棟屋根等改修工事設計監理業務（北海道能開
大）
北海道小樽市銭函３－１９０
期間　令和4年12月9日～令和5年8月31日

契約担当役支部長
河田　恵一
北海道職業能力開発大学校
北海道小樽市銭函３－１９０

令和4年12月8日 （株）アトリエアク 4430001000860
代表取締役　柳谷　宰
北海道札幌市中央区北２
条西２６丁目２番１２号

一般競争入札 - 1,320,000 -
　
　

カーポート及び窓改修工事設計監理業務（青森障
害者職業センター）
青森県青森市緑２－１７－２
期間　令和4年4月7日～令和5年1月31日

契約担当役支部長
玉川　之浩
青森障害者職業センター
青森県青森市緑２－１７－２

令和4年4月6日
（株）八洲建築設計事
務所

8420001002160
代表取締役　鈴木　雄二
青森県青森市松原３丁目
１４－１３

一般競争入札 - 1,430,000 -
　
　

受講生ホール前通路スロープ設置工事設計監理業
務（青森職業能力開発促進センター）
青森県青森市中央３丁目２０－１、２０－３１
期間　令和4年6月14日～令和5年1月31日

契約担当役支部長
玉川　之浩
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4年6月13日
（株）平塚建築設計事
務所

4420001001769
代表取締役　平塚　勝
青森県青森市篠田３－２３
－８

一般競争入札 - 847,000 -
　
　

受講生ホール前通路スロープ設置工事（青森職業
能力開発促進センター）
青森県青森市中央３丁目２０－１、２０－３１
期間　令和4年8月26日～令和4年12月26日

契約担当役支部長
玉川　之浩
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4年8月25日
ムラヤマ建設工業
（株）

1420001002076
代表取締役　村山　公之
青森県青森市幸畑字松元
８８－２１

一般競争入札 1,309,692 1,298,000 99.1%
　
　

ブロック塀改修工事設計監理業務（青森短大）
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
期間　令和4年9月14日～令和6年1月31日

契約担当役支部長
玉川　之浩
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4年9月14日 （株）青和設計 3420001008047
代表取締役　舘山　良子
青森県五所川原市鎌谷町
９１－２０

一般競争入札 - 4,125,000 -
　
　

消防設備改修工事設計監理業務（青森短大）
青森県五所川原市大字飯詰字狐野１７１－２
期間　令和4年11月24日～令和6年2月28日

契約担当役支部長
玉川　之浩
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4年11月24日 （株）青和設計 3420001008047
代表取締役　舘山　良子
青森県五所川原市鎌谷町
９１－２０

一般競争入札 - 4,290,000 -
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駐車場整備工事（岩手職業能力開発促進センター）
岩手県花巻市天下田６９－１
期間　令和4年9月21日～令和4年12月19日

契約担当役支部長
古沢　隆之
岩手職業能力開発促進センター
岩手県花巻市天下田６９－１

令和4年9月20日 （株）小原建設 6400001006000
代表取締役　小原　志朗
岩手県北上市村崎野１５
地割３１２番地８

一般競争入札 28,006,000 27,500,000 98.2%
　
　

本館外壁改修工事設計監理業務（宮城障害者職業
センター）
宮城県仙台市宮城野区幸町４‐６‐１
期間　令和4年11月10日～令和5年10月13日

契約担当役支部長
吉野　祐一
宮城障害者職業センター
宮城県仙台市宮城野区幸町４－６－１

令和4年11月9日
（株）日本テクノシス
テム

6370001013990
代表取締役　木村　正明
宮城県仙台市泉区松陵３
丁目３７番地の３

一般競争入札 - 1,053,800 -
　
　

屋外実習場アスファルト舗装・コンクリート基礎解体
工事設計監理業務（宮城職業能力開発促進セン
ター）
宮城県多賀城市明月２－２－１
期間　令和4年4月28日～令和4年6月27日

契約担当役支部長
吉野　祐一
宮城職業能力開発促進センター
宮城県多賀城市明月２－２－１

令和4年4月27日
（株）日本テクノシス
テム

6370001013990
代表取締役　木村　正明
宮城県仙台市泉区松陵３
丁目３７番地の３

一般競争入札 - 1,061,500 -
　
　

６号棟ブラインド設置その他工事（宮城職業能力開
発促進センター）
宮城県多賀城市明月２－２－１
期間　令和4年6月18日～令和4年8月31日

契約担当役支部長
吉野　祐一
宮城職業能力開発促進センター
宮城県多賀城市明月２－２－１

令和4年6月17日 （株）伊澤工業 9370001001522
代表取締役　伊澤　公一
宮城県仙台市太白区中田
町字杉ノ下１－２４

一般競争入札 6,178,280 5,148,000 83.3%
　
　

２号棟換気設備復旧その他工事設計監理業務（宮
城職業能力開発促進センター）
宮城県多賀城市明月２－２－１
期間　令和4年10月6日～令和6年2月29日

契約担当役支部長
吉野　祐一
宮城職業能力開発促進センター
宮城県多賀城市明月２－２－１

令和4年10月5日 （株）桂設計 4370001007581
代表取締役　伊藤　宏明
宮城県仙台市太白区あす
と長町３－２－２９

一般競争入札 - 7,975,000 -
　
　

外壁改修及び車庫建替え等工事設計監理業務（秋
田障害者職業センター）
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８
期間　令和4年6月1日～令和4年7月29日

契約担当役支部長
中西　裕之
秋田障害者職業センター
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８

令和4年5月24日
秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627
理事長　石田　起徳
秋田県大館市字相染沢中
岱１５９番地２

一般競争入札 - 1,925,000 -
　
　

外壁改修及び車庫建替え等工事（秋田障害者職業
センター）
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８
期間　令和4年9月22日～令和5年2月14日

契約担当役支部長
中西　裕之
秋田障害者職業センター
秋田県秋田市川尻若葉町４－４８

令和4年9月21日 石井建設（株） 7410001000620
代表取締役　石井　典夫
秋田県秋田市土崎港東一
丁目１番２号

一般競争入札 17,086,300 16,280,000 95.3%
　
　

本館棟屋上目地シーリング打ち替え等工事（秋田短
大）
秋田県大館市字扇田道下６－１
期間　令和4年9月1日～令和4年12月28日

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4年9月1日 白川建設（株） 8410001006022
代表取締役　白川　懸士
秋田県大館市花岡町字大
森山山下６７

一般競争入札 19,316,000 19,228,000 99.5%
　
　

学生寮空調設備改修工事設計監理業務（秋田短
大）
秋田県大館市字扇田道下６－１
期間　令和4年10月18日～令和5年1月10日

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4年10月17日
秋田県建築設計事業
協同組合

8410005003627
理事長　石田　起徳
秋田県大館市字相染沢中
岱１５９番地２

一般競争入札 - 6,600,000 -
　
　

２号棟２－２０２教室改修工事設計監理業務（栃木
職業能力開発促進センター）
栃木県宇都宮市若草１－４－２３
期間　令和4年9月22日～令和4年11月14日

契約担当役支部長
狩野　琢哉
栃木職業能力開発促進センター
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

令和4年9月21日 （株）黒子設計事務所 6060001001498
代表取締役　大掛　泰
栃木県宇都宮市上大曽町
４１４番地５

一般競争入札 - 1,188,000 -
　
　

２号棟２－２０２教室改修工事（栃木職業能力開発
促進センター）
栃木県宇都宮市若草１－４－２３
期間　令和5年1月12日～令和5年3月24日

契約担当役支部長
狩野　琢哉
栃木職業能力開発促進センター
栃木県宇都宮市若草１－４－２３

令和5年1月11日
協和ビルテクノス
（株）

1060001001412
代表取締役　手塚　靖之
栃木県宇都宮市若草４－
２５－８

一般競争入札 7,412,900 6,853,000 92.4%
　
　

加圧給水ポンプユニット更新工事設計監理業務（関
東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
期間　令和4年4月1日～令和4年6月6日

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

令和4年4月1日 （株）マガミ企画設計 9060001024728
代表取締役　高山　善樹
栃木県栃木市平柳町２－
１２－４３

一般競争入札 - 968,000 -
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加圧給水ポンプユニット更新工事（関東能開大）
栃木県小山市大字横倉字三竹６１２－１
期間　令和4年8月1日～令和5年3月27日

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

令和4年8月1日 第一工業（株） 4010001034620
代表取締役　篠原　直男
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号

一般競争入札 5,049,000 3,080,000 61.0%
　
　

本館棟屋上等防水改修工事設計監理業務（群馬職
業能力開発促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
期間　令和4年4月1日～令和4年6月30日

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

令和4年4月1日
（株）高橋建築設計事
務所

1070001002005
代表取締役　高橋　潤
群馬県前橋市粕川町新屋
２４４－６

一般競争入札 - 1,232,000 -
　
　

本館６階等空調更新・設置工事設計監理業務（群馬
職業能力開発促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
期間　令和4年7月26日～令和4年10月7日

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

令和4年7月25日
（株）高橋建築設計事
務所

1070001002005
代表取締役　高橋　潤
群馬県前橋市粕川町新屋
２４４－６

一般競争入札 - 594,000 -
　
　

本館棟屋上等防水改修工事（群馬職業能力開発促
進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
期間　令和4年9月13日～令和5年2月28日

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

令和4年9月13日 信澤工業（株） 6070001008047
代表取締役　信澤　裕
群馬県高崎市旭町１８番
地

一般競争入札 41,374,994 31,790,000 76.8%
　
　

本館６階等空調更新・設置工事（群馬職業能力開発
促進センター）
群馬県高崎市山名町９１８番地
期間　令和4年12月1日～令和5年2月28日

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

令和4年11月30日 石田建材工業（株） 3070001006177

代表取締役社長　小嶋　
潤一
群馬県高崎市上中居町６
８４番地

一般競争入札 10,827,716 9,900,000 91.4%
　
　

外壁改修工事設計監理業務（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
期間　令和4年4月19日～令和5年1月11日

契約担当役支部長
池田　秀作
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4年4月19日 （株）丸岡設計 4030001090950
代表取締役　丸岡　庸一
郎
埼玉県秩父市東町２４－８

一般競争入札 - 1,650,000 -
　
　

外壁改修工事（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
期間　令和4年9月30日～令和4年12月28日

契約担当役支部長
池田　秀作
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4年9月29日 （株）イッシン 2050001040534
代表取締役　湯原　健
茨城県つくば市学園の森
１－６－１

一般競争入札 3,993,000 3,960,000 99.2%
　
　

２号棟空調設備（個別）更新工事（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
期間　令和4年6月29日～令和4年10月13日

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4年6月28日 みやび冷熱工業（株） 1040001096322
代表取締役　荒居　雅之
千葉県松戸市五香西５－
３１－２５

一般競争入札 9,538,597 5,816,800 61.0%
　
　

本館１階男子トイレ等改修工事設計監理業務（君津
訓練センター）
千葉県君津市坂田４２８
期間　令和4年8月25日～令和5年3月24日

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4年8月24日 （有）岡本建築設計 6040002002431
代表取締役　岡本　睦哲
千葉県千葉市中央区新千
葉２－９－９向陽ビル３階

一般競争入札 - 3,344,000 -
　
　

本館１階男子トイレ等改修工事（君津訓練センタ－）
千葉県君津市坂田４２８
期間　令和4年12月23日～令和5年3月10日

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4年12月23日 （株）キミツ鐵構建設 3040001050541
代表取締役　松本　信夫
千葉県木更津市中央１丁
目５―９

一般競争入札 15,334,946 6,578,000 42.9%
　
　

会議室他空調設備設置その他工事設計監理業務
（高度訓練センター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
期間　令和4年4月1日～令和4年6月30日

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4月1日 （有）岡本建築設計 6040002002431
代表取締役　岡本　睦哲
千葉県千葉市中央区新千
葉２－９－９向陽ビル３階

一般競争入札 - 1,804,000 -
　
　

会議室他空調設備設置その他工事（高度訓練セン
ター）
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２
期間　令和4年8月23日～令和5年1月25日

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8月22日 （株）カラカマ工務店 8040001001556
代表取締役　唐鎌　功大
千葉県千葉市中央区川戸
町４３１番地

一般競争入札 4,984,122 4,730,000 94.9%
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千葉校本館棟屋上防水改修工事設計監理業務（千
葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５
期間　令和4年6月2日～令和4年8月22日

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4年6月1日
（株）エンプラス建築
設計事務所

6040001087861

代表取締役　高橋　育雄
千葉県千葉市中央区松波
２－８－６グレース西千葉
４０２

一般競争入札 - 1,485,000 -
　
　

本館棟屋上防水改修工事（千葉短大）
千葉県千葉市中央区問屋町２－２５
期間　令和4年10月13日～令和5年2月28日

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4年10月12日 レオ工業（株） 3040001054749
代表取締役　金丸　大悟
千葉県市原市新生５３２－
１

一般競争入札 24,420,282 19,558,000 80.1%
　
　

照明器具ＬＥＤ化工事（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ケ丘７８
期間　令和4年5月21日～令和4年10月31日

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5月20日
第一セントラル設備
（株）

2040001026699
代表取締役　深山　浩一
千葉県市川市本北方１丁
目３５番５号

一般競争入札 127,256,679 77,000,000 60.5%
　
　

外部通路床タイル塗装工事設計監理業務（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ケ丘７８
期間　令和4年6月18日～令和4年8月19日

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6月17日 （株）ＮＯＮ設計工房 7011501015280
代表取締役　野中　孝治
東京都荒川区東日暮里３
－４２－８

一般競争入札 - 1,595,000 -
　
　

外部通路床タイル塗装工事（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ケ丘７８
期間　令和4年11月30日～令和5年2月24日

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11月29日 杜企画（株） 4020001006759
代表取締役　池田　稔仁
神奈川県港南区上大岡西
１－１３－８

一般競争入札 22,182,942 21,450,000 96.7%
　
　

屋上トップコート塗り補修工事設計監理業務（新潟
障害者職業センター）
新潟県新潟市東区大山２－１３－１
期間　令和4年8月17日～令和4年9月20日

契約担当役支部長
相楽　智輝
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4年8月16日
新潟県建築設計協同
組合

9110005000364

理事長　長橋　鉄雄
新潟県新潟市中央区白山
浦１丁目６１４白山ビル６
階

一般競争入札 - 990,000 -
　
　

屋上トップコート塗り補修工事（新潟障害者職業セン
ター）
新潟県新潟市東区大山２－１３－１
期間　令和4年10月31日～令和4年12月3日

契約担当役支部長
相楽　智輝
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4年10月31日 伊藤建設（株） 7110001027479
代表取締役　伊藤　弘勇
新潟県佐渡市長木６７５番
地

一般競争入札 2,390,836 1,980,000 82.8%
　
　

体育館屋根改修及び外壁塗装工事（北陸能開大）
富山県魚津市川縁１２８９－１
期間　令和4年9月5日～令和5年2月10日

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

令和4年9月5日 山形建鐵（株） 5230001007231
代表取締役　山形　剛
富山県魚津市袋１０３－２

一般競争入札 31,612,964 30,800,000 97.4%
　
　

本館空調設備改修工事（石川職業能力開発促進セ
ンター）
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
期間　令和4年4月1日～令和4年11月17日

契約担当役支部長
菊本　泰嗣
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4月1日
（株）スズキケンショ
ウ

5220001003578
代表取締役　鈴木　啓泰
石川県金沢市尾張町２－
９－２３

一般競争入札 35,838,000 21,670,000 60.5%
　
　

本館棟照明設備改修工事設計監理業務（石川職業
能力開発促進センター）
石川県金沢市観音堂町ヘ－１
期間　令和4年12月15日～令和5年3月22日

契約担当役支部長
菊本　泰嗣
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12月14日
（有）マッハ設備設計
研究所

5220002005499
代表取締役　新井　秀成
石川県金沢市玉鉾１丁目
５９番地

一般競争入札 - 4,282,300 -
　
　

教室棟・学生ホール外部改修工事（石川短大）
石川県鳳珠郡穴水町字由比ケ丘イ－４５
期間　令和4年10月8日～令和4年12月28日

契約担当役支部長
菊本　泰嗣
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4年10月7日 （株）北明 1220001006097
代表取締役　北村　吉則
石川県金沢市大場町東５
７番地

一般競争入札 5,841,000 4,950,000 84.7%
　
　

正面通路整備工事設計監理業務（福井職業能力開
発促進センター）
福井県越前市行松町２５－１０
期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日

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

令和4年4月1日 （株）三輝設計事務所 3210001014388
代表取締役　森下　篤博
福井県福井市和田１－４
－１０

一般競争入札 - 374,000 -
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正面通路整備工事（福井職業能力開発促進セン
ター）
福井県越前市行松町２５－１０
期間　令和4年8月27日～令和4年11月18日

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

令和4年8月26日 北信建設（株） 7210001011943

代表取締役会長　伊林　
悟志
福井県越前市村国２丁目
１番１１号

一般競争入札 4,613,569 4,510,000 97.8%
　
　

本館棟建具改修工事設計業務（山梨障害者職業セ
ンター）
山梨県甲府市湯田２－１７－１４
期間　令和4年8月27日～令和4年9月28日

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

令和4年8月26日
（株）スペース・クリエ
イツ

8090001005494
代表取締役　遠藤　幸喜
山梨県甲府市里吉３－１０
－２１

一般競争入札 - 2,750,000 -
　
　

本館棟建具改修工事（山梨障害者職業センター）
山梨県甲府市湯田２－１７－１４
期間　令和4年11月22日～令和5年3月14日

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

令和4年11月21日 （株）フカサワ 4090001011182
代表取締役　深沢　秀樹
山梨県北杜市須玉町藤田
３６３－１

一般競争入札 21,770,296 8,800,000 40.4%
　
　

金属加工実習場及び電気実習場分電盤改修外そ
の他工事設計監理業務（松本訓練センター）
長野県松本市寿北７－１７－１
期間　令和4年9月13日～令和4年12月12日

契約担当役支部長
田中　修一
松本訓練センター
長野県松本市寿北７－１７－１

令和4年9月13日
（株）アイエーディー
建築事務所

5100001004704
代表取締役　田村　正治
長野県長野市大字上駒沢
６５－１

一般競争入札 - 2,723,600 -
　
　

庁舎修繕工事設計監理業務（岐阜障害者職業セン
ター）
岐阜県岐阜市日光町６－３０
期間　令和4年7月14日～令和5年1月20日

契約担当役支部長
香川　英隆
岐阜障害者職業センター
岐阜県岐阜市日光町６－３０

令和4年7月14日
（株）アーキテクトウイ
ング設計事務所

4180001053323
代表取締役　山田　基弘
愛知県名古屋市瑞穂区洲
雲町２－１４

一般競争入札 - 789,800 -
　
　

庁舎修繕工事（岐阜障害者職業センター）
岐阜県岐阜市日光町６－３０
期間　令和4年12月12日～令和5年2月24日

契約担当役支部長
香川　英隆
岐阜障害者職業センター
岐阜県岐阜市日光町６－３０

令和4年12月12日 東洋建設（株） 3180001074584
代表取締役　村島　輝彦
愛知県春日井市岩野町１
丁目４９番地

一般競争入札 2,753,916 2,178,000 79.1%
　
　

アセチレン集合装置室建替え工事（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９６３－１
期間　令和4年7月27日～令和4年11月15日

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4年7月26日 （株）西村工建 5200001019444
代表取締役　西村　忠宏
岐阜県美濃市片知２７１６

一般競争入札 8,045,084 7,337,000 91.2%
　
　

空調機設備更新その他工事設計監理業務（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９６３－１
期間　令和4年12月1日～令和5年11月30日

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4年11月30日 （株）熊谷設計 1200001023227

代表取締役　稲垣　達也
岐阜県多治見市上野町１
丁目２６番地カサヒカリ２
－２０２

一般競争入札 - 3,300,000 -
　
　

Ａ棟外照明器具更新改修工事（静岡職業能力開発
促進センター）
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５
期間　令和4年4月1日～令和4年10月31日

契約担当役支部長
炭田　直哉
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4年4月1日 日軽産業（株） 1080001008876
代表取締役　星　直之
静岡県静岡市清水区松原
町５番１２号

一般競争入札 16,368,000 9,883,500 60.4%
　
　

Ｅ棟外照明器具更新改修工事設計監理業務（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
期間　令和4年12月6日～令和5年11月14日

契約担当役支部長
炭田　直哉
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4年12月5日
（株）日建築設計事務
所

8080101004208
代表取締役　日吉　康行
静岡県御殿場市川島田４
２１番地の１

一般競争入札 - 1,815,000 -
　
　

レストラン棟空調設備更新工事（浜松短大）
静岡県浜松市南区法枝町６９３
期間　令和4年4月6日～令和4年10月31日

契約担当役支部長
炭田　直哉
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4年4月6日 （株）原田総合計画 6080401004462
代表取締役社長　林　諭
静岡県浜松市中区上浅田
１－１１－３０

一般競争入札 30,107,000 23,760,000 78.9%
　
　

サーバー室空調機取替工事一式（浜松短大）
静岡県浜松市南区法枝町６９３
期間　令和4年12月3日～令和5年3月17日

契約担当役支部長
炭田　直哉
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4年12月2日 （株）川北電気 1080401014243
代表取締役　木俣　正行
静岡県掛川市葛川４７５－
３

一般競争入札 2,222,000 1,628,000 73.3%
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Ａ棟、Ｂ棟防水層更新工事設計監理業務（中部職業
能力開発促進センター）
愛知県小牧市下末１６３６－２
期間　令和4年4月2日～令和4年8月26日

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4月1日 （株）沢木設計事務所 9180001081220
代表取締役　澤木　寛
愛知県丹羽郡扶桑町大字
柏森字天神１０５番地

一般競争入札 - 660,000 -
　
　

既設側溝及び舗装等改修工事（中部職業能力開発
促進センター名古屋港湾労働分所）
愛知県名古屋市港区潮凪町３
期間　令和4年5月12日～令和4年8月17日

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5月11日 東洋建設（株） 3180001074584
代表取締役　村島　輝彦
愛知県春日井市岩野町１
－４９

一般競争入札 11,238,098 8,228,000 73.2%
　
　

北実習場２階改修工事設計監理業務（中部職業能
力開発促進センター名古屋港湾労働分所）
愛知県小牧市下末１６３６－２
期間　令和4年5月25日～令和4年8月22日

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5月25日 （株）山本建築設計 1180001077762
代表取締役　山本　典男
愛知県小牧市大字東田中
２４７６－１

一般競争入札 - 1,320,000 -
　
　

Ａ棟、Ｂ棟防水層更新工事（中部職業能力開発促進
センター）
愛知県小牧市下末１６３６－２
期間　令和4年10月6日～令和5年2月17日

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10月6日 （株）野々川工務店 6180001076330
代表取締役　野々川　謙
二
愛知県小牧市中央５－６

一般競争入札 4,453,785 4,367,000 98.1%
　
　

本館外屋根外壁改修工事（伊勢訓練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
期間　令和4年7月15日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
吉本　卓弘
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和4年7月14日 （株）近藤建設 7190001007218
代表取締役　近藤　隆男
三重県伊勢市上地町３６０
４－１

一般競争入札 40,390,416 20,218,000 50.1%
　
　

本館及び多目的ホールトイレ改修工事設計監理業
務（伊勢訓練センター）
三重県伊勢市小俣町明野６８５
期間　令和4年12月14日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
吉本　卓弘
伊勢訓練センター
三重県伊勢市小俣町明野６８５

令和4年12月14日
一級建築士事務所西
井設計（株）

9190001019376

代表取締役　西井　一比
古
三重県伊勢市一之木１丁
目６番８号

一般競争入札 - 2,750,000 -
　
　

第１及び第２実習棟照明設備改修工事設計監理業
務（滋賀職業能力開発促進センター）
滋賀県大津市光ケ丘３－１３
期間　令和4年12月16日～令和6年3月31日

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12月15日
（株）水原建築設計事
務所

1160001008802

代表取締役社長　水原　
脩
滋賀県彦根市長曽根南町
４４３番地

一般競争入札 - 1,430,000 -
　
　

実験棟空調設備等改修工事（滋賀短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
期間　令和4年4月28日～令和4年11月22日

契約担当役支部長
柿谷　智子
滋賀職業能力開発短期大学校
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

令和4年4月27日 （株）ノセヨ 6160001008946
代表取締役　野瀬　昌代
滋賀県彦根市地蔵町１１２
番地１

一般競争入札 142,010,000 98,560,000 69.4%
　
　

体育館棟漏水処理・軒天修繕外工事（滋賀短大）
滋賀県近江八幡市古川町１４１４
期間　令和4年7月2日～令和4年8月31日

契約担当役支部長
柿谷　智子
滋賀職業能力開発短期大学校
滋賀県近江八幡市古川町１４１４

令和4年7月1日 （株）オクテック 7160001015660
代表取締役　奥坂　芳博
滋賀県野洲市野洲字浅田
１７１３番地

一般競争入札 2,783,000 2,640,000 94.9%
　
　

本館空調設備更新及び屋上防水改修工事（京都職
業能力開発促進センター）
京都府長岡京市友岡１－２－１
期間　令和4年6月7日～令和5年1月31日

契約担当役支部長
大野　聖郎
京都職業能力開発促進センター
京都府長岡京市友岡１－２－１

令和4年6月6日 （株）関西空調 5130001002283
代表取締役　杉本　誠
京都府京都市右京区梅津
堤下町７番地

一般競争入札 149,600,000 78,221,000 52.3%
　
　

高圧受変電設備外更新工事設計監理業務（京都短
大）
京都府舞鶴市上安１９２２
期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日

契約担当役支部長
大野　聖郎
京都職業能力開発短期大学校
京都府舞鶴市上安１９２２

令和4年4月1日 （株）東亜設計 1130001042688
代表取締役　青野　聡
京都府京丹後市峰山町長
岡４００番地の５

一般競争入札 - 1,777,600 -
　
　

８号館改修工事設計監理業務（京都短大）
京都府舞鶴市上安１９２２
期間　令和4年4月25日～令和5年3月31日

契約担当役支部長
大野　聖郎
京都職業能力開発短期大学校
京都府舞鶴市上安１９２２

令和4年4月24日 （株）日匠設計 9130001041212
代表取締役　森田　恭介
京都府福知山市昭和新町
１１１

一般競争入札 - 1,848,000 -
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高圧受変電設備更新工事（京都短大）
京都府舞鶴市上安小字吉井口１９２２
期間　令和4年8月1日～令和5年3月31日

契約担当役支部長
大野　聖郎
京都職業能力開発短期大学校
京都府舞鶴市上安１９２２

令和4年7月13日 （株）関西空調 5130001002283
代表取締役　杉本　誠
京都府京都市右京区梅津
堤下町７番地

一般競争入札 11,560,029 6,050,000 52.3%
　
　

８号館改修工事（京都短大）
京都府舞鶴市上安小字吉井口１９２２
期間　令和4年9月17日～令和4年12月28日

契約担当役支部長
大野　聖郎
京都職業能力開発短期大学校
京都府舞鶴市上安１９２２

令和4年9月16日 （有）若井工業 1130002008201
代表取締役　若井　祥吾
京都府京都市西京区上桂
前田町４－２

一般競争入札 21,615,000 18,293,000 84.6%
　
　

機械棟防水改修工事（関西職業能力開発促進セン
ター）
大阪府摂津市三島１－２－１
期間　令和4年4月19日～令和4年8月1日

契約担当役支部長
姫野　誠一
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4年4月18日 （株）マトバ 2140001051324
代表取締役　的場　眞司
兵庫県尼崎市今福１丁目
１－２８－１０９

一般競争入札 23,380,748 5,588,000 23.9%
　
　

本館空調設備更新工事（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
期間　令和4年4月1日～令和4年7月20日

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4月1日 （株）河内設備工業 2140001034741
代表取締役　河内　祥晃
兵庫県明石市二見町西二
見７５７－１

一般競争入札 48,936,800 28,476,800 58.2%
　
　

本館照明設備改修工事設計監理業務（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
期間　令和4年12月21日～令和5年3月20日

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12月20日
（株）鷲尾建築設計事
務所

4140001062278
代表取締役　松本　典子
兵庫県姫路市飾磨区野田
町１５７－１

一般競争入札 - 2,167,000 -
　
　

本館トイレ及び水廻り水栓設備改修工事設計監理
業務（加古川訓練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
期間　令和4年4月2日～令和4年6月29日

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

令和4年4月1日
（株）玉垣建築設計事
務所

4140001038410
代表取締役　玉垣　憲一
兵庫県たつの市神岡町奥
村４５－３

一般競争入札 - 2,706,000 -
　
　

本館トイレ及び水廻り水栓設備改修工事（加古川訓
練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８－１
期間　令和4年9月2日～令和5年1月17日

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

令和4年9月1日 小松設備設計（有） 7140002036443
取締役　小松　寛寿
兵庫県加古川市別府町新
野辺北町８－５

一般競争入札 34,999,800 28,600,000 81.7%
　
　

ガスボンベ保管庫外建替工事設計監理業務（加古
川訓練センター）
兵庫県加古川市東神吉町升田１６８８
期間　令和5年1月13日～令和5年3月22日

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

令和5年1月12日
（株）鷲尾建築設計事
務所

4140001062278
代表取締役　松本　典子
兵庫県姫路市飾磨区野田
町１５７－１

一般競争入札 - 2,068,000 -
　
　

空調設備等改修工事（港湾短大神戸校）
兵庫県神戸市中央区港島８－１１－４
期間　令和4年7月5日～令和4年12月28日

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

令和4年7月4日 日冷工業（株） 4140001069785
代表取締役　笠井　秀人
兵庫県西宮市鳴尾町１丁
目１８－１２

一般競争入札 154,000,000 73,216,000 47.5%
　
　

路面改修工事設計監理業務（奈良職業能力開発促
進センター）
奈良県橿原市城殿町４３３
期間　令和4年4月1日～令和4年10月14日

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4年4月1日
（株）キューブ建築研
究所

6170001012880
代表取締役　橋本　雅史
和歌山県和歌山市北ノ新
地二丁目２２番地

一般競争入札 - 1,482,800 -
　
　

Ｆ棟外壁等改修工事設計監理業務（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
期間　令和4年6月27日～令和6年3月31日

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4年6月27日
（株）キューブ建築研
究所

6170001012880
代表取締役　橋本　雅史
和歌山県和歌山市北ノ新
地２－２２

一般競争入札 - 1,971,200 -
　
　

庁舎アルミサッシ等建具改修工事設計監理業務（鳥
取障害者職業センター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
期間　令和4年9月1日～令和5年3月2日

契約担当役支部長
千原　雄史
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

令和4年8月31日 （株）白兎設計事務所 2270001000615

代表取締役社長　霜村　
將博
鳥取県鳥取市西町２－１２
３

一般競争入札 - 1,265,000 -
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庁舎アルミサッシ等建具改修工事（鳥取障害者職業
センター）
鳥取県鳥取市吉方１８９
期間　令和4年11月19日～令和5年2月16日

契約担当役支部長
千原　雄史
鳥取障害者職業センター
鳥取県鳥取市吉方１８９

令和4年11月18日 （有）河原工業 8270002004502
代表取締役　長谷　政則
鳥取県鳥取市河原町河原
８３番地２

一般競争入札 9,284,000 4,499,000 48.5%
　
　

蒸気配管（屋外架空露出配管）取替他工事設計監
理業務（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
期間　令和4年4月28日～令和4年11月21日

契約担当役支部長
千原　雄史
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4年4月27日 （株）白兎設計事務所 2270001000615

代表取締役社長　霜村　
將博
鳥取県鳥取市西町２－１２
３

一般競争入札 - 1,980,000 -
　
　

蒸気配管（屋外架空露出配管）取替他工事（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
期間　令和4年8月6日～令和4年11月7日

契約担当役支部長
千原　雄史
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4年8月5日 （株）田中建設 9270001000410
代表取締役　濵中　安男
鳥取県鳥取市叶１３５番地
１

一般競争入札 5,280,000 5,060,000 95.8%
　
　

訓練用車両庫整備工事（米子訓練センター）
鳥取県米子市古豊千５２０
期間　令和4年7月8日～令和4年12月16日

契約担当役支部長
千原　雄史
米子訓練センター
鳥取県米子市古豊千５２０

令和4年7月7日
（株）ジェイアール西
日本ビルト

6140001055032

代表取締役社長　山本　
靖一郎
大阪府大阪市北区梅田３
丁目４番５号

一般競争入札 33,121,000 29,700,000 89.7%
　
　

大教室空調機器設置及び照明器具取替工事設計
監理業務（米子訓練センター）
鳥取県米子市古豊千５２０
期間　令和4年10月25日～令和5年8月14日

契約担当役支部長
千原　雄史
米子訓練センター
鳥取県米子市古豊千５２０

令和4年10月24日 （株）あおい総合設計 8270001003224
代表取締役　浦川　英敏
鳥取県米子市皆生６丁目
１番２５号

一般競争入札 - 1,375,000 -
　
　

本館建替に伴う仮設事務所等改修工事（第２期）
（島根職業能力開発促進センター）
島根県松江市東朝日町小浜２６７
期間　令和4年11月16日～令和5年3月20日

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4年11月15日 松江土建（株） 1280001000697

代表取締役社長　平塚　
智朗
島根県松江市学園南二丁
目３番５号

一般競争入札 57,189,000 51,700,000 90.4%
　
　

給水装置加圧ポンプ改修工事設計監理業務（島根
短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
期間　令和4年6月24日～令和5年3月31日

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4年6月23日
（株）中林建築設計事
務所

8280001003297
代表取締役　中林　直文
島根県出雲市今市町北本
町５丁目４番地３

一般競争入札 - 440,000 -
　
　

給水装置加圧ポンプ改修工事（島根短大）
島根県江津市二宮町神主１９６４－７
期間　令和4年10月12日～令和5年3月31日

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4年10月11日 シンセイ技研（株） 9280001000368
代表取締役　深田　修次
島根県松江市平成町１８２
番地３７

一般競争入札 3,612,177 3,520,000 97.4%
　
　

金属実習場外照明器具改修工事（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
期間　令和4年7月5日～令和4年11月16日

契約担当役支部長
水野　隆志
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4年7月4日 成好設備工業（株） 8260001019857
代表取締役　安田　英祥
岡山県津山市山北６２１番
地の１７

一般競争入札 24,420,000 14,069,000 57.6%
　
　

本館外照明器具改修工事（中国能開大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
期間　令和4年4月28日～令和4年12月28日

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4月27日 （株）伊澤工務店 8260001000486
代表取締役　平尾　洋一
岡山県岡山市南区豊成１
丁目８番１号

一般競争入札 73,912,518 54,670,000 74.0%
　
　

１号棟外照明器具改修工事設計監理業務（中国能
開大）
岡山県倉敷市玉島長尾１２４２－１
期間　令和4年11月25日～令和5年2月28日

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11月24日 （株）綜合設計 4260001003798
代表取締役　井上　元
岡山県岡山市北区今保１
８５－８

一般競争入札 - 4,290,000 -
　
　

自動火災報知設備更新等工事設計監理業務（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
期間　令和4年5月19日～令和4年7月13日

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4年5月18日 （株）Ｋ構造研究所 3240001003058
代表取締役　豊田　隆雄
広島県広島市南区金屋町
２－１５

一般競争入札 - 2,750,000 -
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１号館空調設備更新工事設計監理業務（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
期間　令和4年6月3日～令和4年7月29日

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4年6月2日 （株）Ｋ構造研究所 3240001003058
代表取締役　豊田　隆雄
広島県広島市南区金屋町
２－１５

一般競争入札 - 4,785,000 -
　
　

自動火災報知設備更新等工事（広島職業能力開発
促進センター）
広島県広島市中区光南５－２－６５
期間　令和4年9月16日～令和5年1月31日

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4年9月15日 ヤマキ産業（株） 1240001011921
代表取締役　山本　竜生
広島県広島市佐伯区五日
市町上河内７４９－３

一般競争入札 12,210,000 8,107,000 66.4%
　
　

１号館空調設備更新工事（広島職業能力開発促進
センター）
広島県広島市中区光南５－２－６５
期間　令和4年10月6日～令和5年2月28日

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4年10月5日
三菱電機システム
サービス（株）

1010901011705
支社長　丹下　克紀
広島県広島市南区大州４
－３－２６

一般競争入札 38,433,108 30,470,000 79.3%
　
　

受水槽更新工事設計監理業務（福山短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
期間　令和4年4月27日～令和4年6月24日

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4年4月26日 （株）佐藤設計 7240001030701
代表取締役　佐藤　慶和
広島県福山市千代田町一
丁目１６番２１号

一般競争入札 - 1,980,000 -
　
　

学生寮個室空調設備工事（福山短大）
広島県福山市北本庄５－４－５
期間　令和4年5月24日～令和4年8月31日

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4年5月23日
（株）タイトー設備工
業

7240001031220
代表取締役　藤岡　謙
広島県福山市曙町３丁目
５番１号

一般競争入札 17,941,000 11,517,000 64.2%
　
　

受水槽更新工事（福山短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
期間　令和4年9月9日～令和5年1月31日

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4年9月8日
（株）タイトー設備工
業

7240001031220
代表取締役　藤岡　謙
広島県福山市曙町３丁目
５番１号

一般競争入札 17,006,000 11,605,000 68.2%
　
　

研修棟及び学生寮空調及び照明設備改修工事設
計監理業務（福山短大）
広島県福山市北本庄４－８－４８
期間　令和4年12月10日～令和5年3月10日

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4年12月9日 （株）佐藤設計 7240001030701
代表取締役　佐藤　慶和
広島県福山市千代田町一
丁目１６番２１号

一般競争入札 - 4,840,000 -
　
　

内壁補修工事外（山口障害者職業センター）
山口県防府市岡村町３－１
期間　令和4年9月10日～令和4年12月27日

契約担当役支部長
松本　孝
山口障害者職業センター
山口県防府市岡村町３－１

令和4年9月9日 山口建設（株） 7250001000538
代表取締役　砂川　泰一
山口県山口市大内御堀３
９５４番地

一般競争入札 1,210,000 990,000 81.8%
　
　

実習場屋外トイレ及び本館２階パソコン第１教室改
修工事設計監理業務（山口職業能力開発促進セン
ター）
山口県山口市矢原１２８４－１
期間　令和4年6月11日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
松本　孝
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6月10日
（株）藤田建築設計事
務所

6250001008318
代表取締役　藤田　義之
山口県長門市仙崎４２９５
－８

一般競争入札 - 2,420,000 -
　
　

実習場屋外トイレ及び本館２階パソコン第１教室改
修工事（山口職業能力開発促進センター）
山口県山口市矢原１２８４－１
期間　令和4年11月8日～令和5年2月14日

契約担当役支部長
松本　孝
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11月7日 平和建設（株） 9250001010089
代表取締役　太田　浩二
山口県周南市川手１－４
－１

一般競争入札 26,268,000 22,636,900 86.2%
　
　

本館トイレ改修工事設計監理業務（山口職業能力
開発促進センター）
山口県山口市矢原１２８４－１
期間　令和4年11月30日～令和5年3月24日

契約担当役支部長
松本　孝
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11月29日
（株）藤田建築設計事
務所

6250001008318
代表取締役　藤田　義之
山口県長門市仙崎４２９５
－８

一般競争入札 - 2,200,000 -
　
　

トイレ改修工事（徳島障害者職業センター）
徳島県徳島市出来島本町１－５
期間　令和4年10月20日～令和5年1月27日

契約担当役支部長
平澤　実
徳島障害者職業センター
徳島県徳島市出来島本町１－５

令和4年10月19日 堀井産業（株） 7480001002115
代表取締役　堀井　政志
徳島県島市応神町応神産
業団地１２番８

一般競争入札 2,167,000 2,068,000 95.4%
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２０６教室改修工事設計監理業務（徳島職業能力開
発促進センター）
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
期間　令和4年8月2日～令和5年1月30日

契約担当役支部長
平澤　実
徳島職業能力開発促進センター
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０

令和4年8月2日 （株）剛建築事務所 7480001000993
代表取締役　速水　可次
徳島県徳島市末広３丁目
３番３号

一般競争入札 - 550,000 -
　
　

２０６教室改修工事（徳島職業能力開発促進セン
ター）
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
期間　令和4年10月29日～令和5年1月16日

契約担当役支部長
平澤　実
徳島職業能力開発促進センター
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０

令和4年10月28日 大崎建設（株） 5480001003742
代表取締役　大崎　史昭
徳島県徳島市国府町南岩
延字堤外５６１－１

一般競争入札 1,342,000 1,309,000 97.5%
　
　

本館空調設備・照明器具改修工事設計監理業務
（徳島職業能力開発促進センター）
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０
期間　令和5年3月28日～令和6年8月9日

契約担当役支部長
平澤　実
徳島職業能力開発促進センター
徳島県徳島市昭和町８－２７－２０

令和5年3月28日 （株）剛建築事務所 7480001000993
代表取締役　速水　可次
徳島県徳島市末広３丁目
３番３号

一般競争入札 - 2,750,000 -
　
　

学生寮北館給湯配管更新外工事（四国能開大）
香川県丸亀市郡家町３２０２
期間　令和4年11月2日～令和5年4月28日

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

令和4年11月1日 高橋産業（株） 1470001009075

代表取締役社長　高橋　
利一
香川県坂出市江尻町１５３
４－１

一般競争入札 18,700,000 18,150,000 97.1%
　
　

本館外空調設備更新工事設計監理業務（四国能開
大）
香川県丸亀市郡家町３２０２
期間　令和4年12月1日～令和5年11月30日

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

令和4年12月1日
（株）真鍋令建築設計
事務所

2470001007672
代表取締役　髙木　保博
香川県丸亀市土器町北一
丁目４１番地

一般競争入札 - 5,280,000 -
　
　

ＬＥＤ更新及び屋根塗装改修工事設計監理業務（高
知障害者職業センター）
高知県高知市大津甲７７０－３
期間　令和4年8月2日～令和4年9月30日

契約担当役支部長
田中　賢一
高知障害者職業センター
高知県高知市大津甲７７０－３

令和4年8月1日 （株）ＭＡ設計事務所 4490001000178
代表取締役　前田　雅幸
高知県高知市北川添１２
番１９号

一般競争入札 - 528,000 -
　
　

Ｂ棟空調設備改修工事設計監理業務（高知職業能
力開発促進センター）
高知県高知市桟橋通４丁目８０－１
期間　令和4年11月17日～令和5年1月31日

契約担当役支部長
田中　賢一
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11月16日 （株）上原プロジェット 7490001000225
代表取締役　上原　昭彦
高知県高知市中万々１０９
番地７

一般競争入札 - 1,518,000 -
　
　

空調設備改修工事（高知短大）
高知県香南市野市町字ルノ丸１５９５－１　外１箇所
期間　令和4年8月25日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
田中　賢一
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8月24日 （有）高橋設備 2490002003173
代表取締役　高橋　佳久
高知県高知市北竹島町４
７６番地

一般競争入札 93,214,193 62,700,000 67.3%
　
　

配管・建築実習場高天井照明取替工事設計監理業
務（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
期間　令和4年4月1日～令和4年5月20日

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4月1日 （株）ｍ３建築事務所 7290001027817
代表取締役　川本　雅史
福岡県福岡市西区下山門
１－１２－３

一般競争入札 - 1,100,000 -
　
　

配管・建築実習場高天井照明取替工事（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
期間　令和4年7月15日～令和5年1月31日

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7月14日 ユゲデンキ（株） 9290001045783
代表取締役　弓削　尚和
福岡県飯塚市飯塚１１－２
１

一般競争入札 11,550,000 2,816,000 24.4%
　
　

訓練生駐車場ブロック塀の一部改修工事（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
期間　令和4年8月23日～令和4年12月5日

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8月22日 （株）和孝 3290001039675
代表取締役　堀田　孝広
福岡県粕屋郡篠栗町乙犬
７１１－１６

一般競争入札 17,624,955 17,490,000 99.2%
　
　

ブロック塀及びフェンス一部改修工事設計監理業務
（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
期間　令和4年9月30日～令和4年11月7日

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9月29日 （株）ｍ３建築事務所 7290001027817
代表取締役　川本　雅史
福岡県福岡市西区下山門
１－１２－３

一般競争入札 - 990,000 -
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ＭＥ棟照明設備改修工事設計監理業務（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
期間　令和4年12月9日～令和5年2月15日

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12月8日 北九州設計（有） 2290802012492
代表取締役　藤田　英敏
福岡県北九州市八幡東区
枝光本町３－２

一般競争入札 - 1,617,000 -
　
　

ブロック塀及びフェンス一部改修工事（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
期間　令和4年12月17日～令和5年3月3日

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12月16日 大同建設（株） 1290801002322

代表取締役　山本　憲一
郎
福岡県小倉北区重住三丁
目１０番１５号

一般競争入札 5,296,500 3,190,000 60.2%
　
　

実習場改修工事設計監理業務（飯塚訓練センター）
福岡県飯塚市大字柏の森８３－９
期間　令和4年6月11日～令和4年7月27日

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6月10日
（株）荒木総合計画事
務所

8290001075988
代表取締役　荒木　恒介
福岡県久留米市荒木町白
口１５９３－１

一般競争入札 - 4,620,000 -
　
　

実習場改修工事（飯塚訓練センター）
福岡県飯塚市大字柏の森８３－９
期間　令和4年11月23日～令和5年2月28日

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11月22日 友信建設（株） 5290001045184
代表取締役　小倉　信一
福岡県飯塚市赤坂８７６番
地４４

一般競争入札 46,382,092 45,100,000 97.2%
　
　

階段広場改修その他工事（九州能開大）
福岡県北九州市小倉南区志井１６６５－１
期間　令和4年4月29日～令和4年10月31日

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4年4月28日 （株）エイケン 3290801028539
代表取締役　上田　栄吾
福岡県田川市大字川宮１
７８２－４

一般競争入札 34,199,524 24,189,000 70.7%
　
　

屋上防水等改修工設計監理業務（佐賀障害者職業
センター）
佐賀県佐賀市天祐１－８－５
期間　令和4年7月22日～令和4年9月26日

契約担当役支部長
吉ヶ崎　敏
佐賀障害者職業センター
佐賀県佐賀市天祐１－８－５

令和4年7月21日 建築設計室フルサワ
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　古澤　善光
佐賀県佐賀市巨勢町大字
高尾３３８－２３

一般競争入札 - 484,000 -
　
　

屋上防水等改修工事（佐賀障害者職業センター）
佐賀県佐賀市天祐１－８－５
期間　令和4年11月22日～令和5年2月24日

契約担当役支部長
吉ヶ崎　敏
佐賀障害者職業センター
佐賀県佐賀市天祐１－８－５

令和4年11月21日 （株）辻組工務店 6300001000500
代表取締役　辻󠄀　将隆
佐賀県佐賀市高木瀬西三
丁目９－１０

一般競争入札 5,650,541 4,840,000 85.7%
　
　

空調設備更新工事（佐賀障害者職業センター）
佐賀県佐賀市天祐１－８－５
期間　令和4年12月20日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
吉ヶ崎　敏
佐賀障害者職業センター
佐賀県佐賀市天祐１－８－５

令和4年12月19日 吉村空調工業（株） 4300001001079
代表取締役　吉村　松代
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字
扇町２３６０

一般競争入札 4,767,400 3,751,000 78.7%
　
　

ＭＥ実習棟外壁塗装及び屋上防水改修工事設計監
理業務（佐賀職業能力開発促進センター）
佐賀県佐賀市兵庫町若宮二本松１０４２－２
期間　令和4年4月27日～令和4年7月7日

契約担当役支部長
吉ヶ崎　敏
佐賀職業能力開発促進センター
佐賀県佐賀市兵庫町若宮１０４２－２

令和4年4月26日 建築設計室フルサワ
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　古澤　善光
佐賀県佐賀市巨勢町大字
高尾３３８－２３

一般競争入札 - 913,000 -
　
　

ＭＥ実習棟外壁塗装及び屋上防水改修工事（佐賀
職業能力開発促進センター）
佐賀県佐賀市兵庫町若宮二本松１０４２－２
期間　令和4年9月22日～令和5年1月20日

契約担当役支部長
吉ヶ崎　敏
佐賀職業能力開発促進センター
佐賀県佐賀市兵庫町若宮１０４２－２

令和4年9月21日 （株）辻󠄀組工務店 6300001000500
代表取締役　辻󠄀　将隆
佐賀県佐賀市高木瀬西三
丁目９－１０

一般競争入札 13,894,923 9,570,000 68.9%
　
　

本館外壁等改修工事設計監理業務（長崎職業能力
開発促進センター）
長崎県諫早市小船越町１１１３
期間　令和4年5月13日～令和4年7月29日

契約担当役支部長
納冨　勢子
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番地

令和4年5月12日 （株）八光設計 2310001004025
代表取締役　德永　一也
長崎県長崎市浜平１丁目
８番２０号

一般競争入札 - 1,650,000 -
　
　

本館外壁等改修工事（長崎職業能力開発促進セン
ター）
長崎県諫早市小船越町１１１３
期間　令和4年9月22日～令和5年1月20日

契約担当役支部長
納冨　勢子
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番地

令和4年9月21日 （株）松本美建 8310001002618
代表取締役　松本　成剛
長崎県長崎市葉山２丁目
１４番１８号

一般競争入札 14,657,375 9,339,000 63.7%
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第三実習棟トイレ改修工事設計監理業務（佐世保
訓練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
期間　令和4年5月13日～令和4年7月29日

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

令和4年5月12日 （株）八光設計 2310001004025
代表取締役　德永　一也
長崎県長崎市浜平１丁目
８－２０

一般競争入札 - 1,210,000 -
　
　

本館外照明設備改修工事設計監理業務（佐世保訓
練センター）
長崎県佐世保市指方町６６８
期間　令和4年12月2日～令和5年2月28日

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

令和4年12月1日
（株）アトリエ・プラン
ニング

9310001008663

代表取締役　林田　佐重
喜
長崎県大村市古賀島町５
０１番地５

一般競争入札 - 4,502,300 -
　
　

本館屋根外壁改修工事（熊本職業能力開発促進セ
ンター）
熊本県合志市須屋２５０５－３
期間　令和4年5月3日～令和4年12月2日

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5月2日 （株）タナカ建装 9330001002920
代表取締役　濵口　孝之
熊本県熊本市北区龍田８
丁目１５番４３号

一般競争入札 67,620,300 45,100,000 66.7%
　
　

危険物倉庫建替工事設計監理業務（荒尾訓練セン
ター）
熊本県荒尾市荒尾字東大谷４４０９
期間　令和4年9月8日～令和5年9月15日

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4年9月7日
（有）松本一平建築設
計事務所

4330002021940
代表取締役　松本　一平
熊本県荒尾市増永７５７－
８

一般競争入札 - 1,188,000 -
　
　

本館等改修工事（大分障害者職業センター、大分職
業能力開発促進センター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１，１４９７－１
期間　令和4年5月12日～令和4年11月30日

契約担当役支部長
竹内　一茂
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和4年5月11日 （株）朝来野工務店 3320001000410

代表取締役社長　朝来野　
正弘
大分県大分市豊饒２－６
－３８

一般競争入札 33,572,000 31,900,000 95.0%
　
　

駐車場整備工事（大分職業能力開発促進センター）
大分県大分市大字皆春１４８３－１
期間　令和5年2月21日～令和5年7月14日

契約担当役支部長
竹内　一茂
大分職業能力開発促進センター
大分県大分市皆春１４８３－１

令和5年2月20日 （株）朝来野工務店 3320001000410

代表取締役社長　朝来野　
正弘
大分県大分市豊饒２－６
－３８

一般競争入札 44,484,000 43,439,000 97.7%
　
　

改修工事（溶接実習場屋根張替外１７件）に係る設
計監理業務（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
期間　令和4年4月1日～令和4年7月29日

契約担当役支部長
岩本　峰幸
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4年4月1日 （株）ごとう計画・設計 5350001004027

代表取締役　宇田津　直
樹
宮崎県宮崎市佐土原町下
那珂３３７５－１

一般競争入札 - 2,970,000 -
　
　

改修工事（溶接実習場屋根補修外１７件）（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
期間　令和4年8月25日～令和5年2月28日

契約担当役支部長
岩本　峰幸
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4年8月24日 （株）大進建設 6350001002681
代表取締役　佐田　正博
宮崎県宮崎市江平１丁目
３番地２３

一般競争入札 21,742,426 17,380,000 79.9%
　
　

改修工事（第１実習棟屋根防水補修外３件）に係る
設計監理業務（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
期間　令和4年11月4日～令和5年10月13日

契約担当役支部長
岩本　峰幸
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4年11月4日 （株）ごとう計画・設計 5350001004027

代表取締役　宇田津　直
樹
宮崎県宮崎市佐土原町下
那珂３３７５－１

一般競争入札 - 4,400,000 -
　
　

本館空調設備（個別）工事（延岡訓練センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
期間　令和4年4月23日～令和4年8月31日

契約担当役支部長
岩本　峰幸
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

令和4年4月22日 （株）池上冷熱 8350001006648
代表取締役　金子　宏
宮崎県延岡市大武町３９
－１６３

一般競争入札 19,573,042 8,360,000 42.7%
　
　

本館及びＯＡ実習棟空調改修工事設計監理業務
（延岡訓練センター）
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８
期間　令和4年12月1日～令和5年11月14日

契約担当役支部長
岩本　峰幸
延岡訓練センター
宮崎県延岡市土々呂町６－３０２８

令和4年11月16日 オーツ設計
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

代表者　大津　数夫
宮崎県延岡市愛宕町２丁
目３番地７

一般競争入札 - 3,047,000 -
　
　

学生寮ボイラー用ダクトカバー更新工事設計監理業
務（川内短大）
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
期間　令和4年5月25日～令和4年9月16日

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4年5月24日 （株）米倉設計事務所 7340001004554
代表取締役　米倉　眞一
鹿児島県鹿児島市下伊敷
一丁目５番１７号

一般競争入札 - 539,000 -
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本館一部外照明ＬＥＤ化工事（川内短大）
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
期間　令和4年8月31日～令和5年2月28日

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4年8月30日 佐藤電機（株） 7340001008530

代表取締役　佐藤　壮一
郎
鹿児島県薩摩川内市百次
町１６８８－３

一般競争入札 1,210,000 751,300 62.1%
　
　

学生寮ボイラー用ダクトカバー更新工事（川内短
大）
鹿児島県薩摩川内市高城町２５２６
期間　令和4年11月3日～令和5年1月31日

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4年11月2日 南菱冷熱工業（株） 9340001003190

代表取締役社長　富田　
純行
鹿児島県鹿児島市卸本町
５番４号

一般競争入札 2,068,000 2,035,000 98.4%
　
　


