
(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

宅配便運送業務

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4月1日
名鉄ゴールデン航空
（株）

5010601040926
代表取締役　氏原　賢二
東京都江東区南砂７－１２
－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。

- 4,658,203 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 4,658,203円

　
　

令和４年度施設所有管理者賠償責任保険

契約担当役理事
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
あいおいニッセイ同和
損害保険（株）

3011001027739

代表取締役社長　金杉
恭三
東京都渋谷区恵比寿一丁
目２８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。

- 3,025,700 - 0
　
　

名刺の作製

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年4月1日 （株）サンワ 8010001017910
代表取締役　松岡　章
東京都千代田区飯田橋２
－１１－８

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。

- 1,073,600 - 0
予定調達総額（単価契約）
作製費用　1,342.00円/箱
　

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4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。

- 1,403,864 - 0
　
　

令和４年度新聞の購入（高度訓練センター）

契約担当役理事
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 （株）近藤グループ 7040001105457
代表取締役　近藤　眞二
千葉県千葉市花見川区幕
張町５－５１５

再販売価格が維持されており、競
争に付す意義が無いため、会計規
程第６７条第１号（契約の性質又は
目的が競争を許さないとき）に該当
するため。

- 1,692,000 - 0
　
　

アルコール検知器の購入

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4月1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。

- 2,836,350 - 0
　
　

障害者雇用助成金システムに係るサーバ機器等の
リース及び保守

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年4月1日 （株）セック 1010901026918

代表取締役社長　櫻井
伸太郎
東京都世田谷区用賀四丁
目１０番１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。

- 10,004,852 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 3,938,352円

　
　

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4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4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
　
　

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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4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
　
　

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4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4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4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4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4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4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4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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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4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4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4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4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4年4月1日 小林ホーム（株） 3240001054844
代表取締役　小林　昭
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4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4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4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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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4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4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4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4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4年4月1日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 828,000 - 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4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。

- 816,000 - 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4年4月1日 （有）ＬＥＥＺＥＮ 6470002008468
代表取締役　今村　葉子
香川県高松市瓦町二丁目
１２－８

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4年4月1日
大和リビング（株）北
関東支店

5010601042427
支店長　福原　徹
群馬県高崎市八島町７０
ラ・メルセ４階

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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年4月1日 石川県 2000020170003
石川県知事　馳　浩
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４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4年4月1日 千葉県 4000020120006
千葉県知事　熊谷　俊人
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４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4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。

- 14,894,000 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 千葉県 4000020120006
千葉県知事　熊谷　俊人
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。

- 14,894,000 - 0
　
　

令和４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4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４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4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。

- 6,919,455 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 いわき市 9000020072044
いわき市長　内田　広之
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４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4年4月1日
日本コークス工業
（株）九州事務所

5010601029770
所長　益田　明
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４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4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。

- 14,124,369 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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４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4年4月1日 佐賀市 3000020412015
佐賀市長　坂井　英隆
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。

- 2,420,059 - 0
　
　

令和４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4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。

- 111,338,914 - 0
　
　

令和４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4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４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4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。

- 21,383,606 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 旭川市 9000020012041
旭川市長　今津　寛介
北海道旭川市六条通９丁
目

当該施設の敷地の継続した賃借で
あり、会計規程第６７条第１号（契
約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４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4年4月1日 千葉市 6000020121002
千葉市長　神谷　俊一
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
　
　

令和４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4年4月1日 三重県 5000020240001
三重県知事　一見　勝之
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。

- 13,998,519 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 三重県 5000020240001
三重県知事　一見　勝之
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。

- 17,643,390 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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。

- 38,245,520 - 0
　
　

令和４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4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。

- 20,688,036 - 0
　
　

令和４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4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。

- 9,489,108 - 0
　
　

令和４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4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。

- 3,385,370 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 群馬労働局 -

群馬労働局長　加藤　博
人
群馬県前橋市大手町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。

- 3,376,946 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 熊本労働局 -

熊本労働局長　新田　峰
雄
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４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4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４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4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。

- 24,059,216 - 0
　
　

令和４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4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。

- 1,871,440 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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。

- 28,709,330 - 0
　
　

令和４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4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
　
　

令和４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4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。

- 14,190,080 - 0
　
　

令和４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4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。

- 2,377,326 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 神奈川県 1000020140007

神奈川県知事　黒岩　祐
治
神奈川県横浜市中区日本
大通１

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

- 16,134,107 - 0
　
　

令和４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4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４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4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。

- 864,136 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 長崎県 4000020420000
長崎県知事　大石　賢吾
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。

- 9,810,884 - 0
　
　

令和４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4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。

- 36,613,872 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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。

- 16,042,978 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 丸亀市 1000020372021
丸亀市長　松永　恭二
香川県丸亀市大手町２－
４－２１

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。

- 25,749,827 - 0
　
　

令和４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4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
　
　

令和４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4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４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4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４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4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。

- 43,008,269 - 0
　
　

令和４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4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。

- 33,677,081 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 千葉県 4000020120006
千葉県知事　熊谷　俊人
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。

- 30,759,987 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 諫早市 5000020422045
諫早市長　大久保　潔重
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。

- 8,862,450 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年4月1日 松江市 3000020322016
松江市長　上定　昭仁
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。

- 943,384 - 0
　
　

令和４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4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
　
　

令和４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4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。

- 64,183,939 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 三重労働局 -

三重労働局長　金尾　文
敬
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４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4年4月1日 福岡労働局 -
福岡労働局長　安達　栄
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。

- 10,903,219 - 0
　
　

令和４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4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。

- 9,831,476 - 0
　
　

令和４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4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４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4年4月1日 横浜市 3000020141003
横浜市長　山中　竹春
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
　
　

令和４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4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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年4月1日 小山市 4000020092088
小山市長　浅野　正富
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４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4年4月1日 小山市 4000020092088
小山市長　浅野　正富
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４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4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。

- 20,990,748 - 0
　
　

令和４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4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。

- 3,083,360 - 0
　
　

令和４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4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４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4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４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4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４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4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。

- 33,044,899 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 大阪市 6000020271004

大阪港湾局長　丸山　順
也
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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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４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4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。

- 21,546,468 - 0
　
　

令和４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4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。

- 29,028,947 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 越前市 4000020182095
越前市長　山田　賢一
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。

- 10,551,022 - 0
　
　

令和４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4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。

- 15,853,380 - 0
　
　

令和４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4年4月1日 松本市 2000020202029
松本市長　臥雲　義尚
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。

- 17,945,812 - 0
　
　

令和４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4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。

- 14,938,011 - 0
　
　

令和４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4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。

- 30,566,781 - 0
　
　

令和４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4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。

- 127,828,270 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年4月1日 大阪市 6000020271004

大阪港湾局長　丸山　順
也
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４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4年4月1日 大阪市 6000020271004

大阪港湾局長　丸山　順
也
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４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4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。

- 27,960,000 - 0
　
　

令和４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4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。

- 12,237,945 - 0
　
　

令和４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4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４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4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。

- 1,076,126 - 0
　
　

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4年4月1日 （株）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業第一部長
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。

- 5,940,000 - 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4年4月1日 （株）三井住友銀行 5010001008813

公務法人営業第一部長
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ず、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 9,504,000 - 0
　
　

障害者職業総合センター空気調和設備（熱源設備）
保守点検等業務

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。

- 10,175,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

インターネット回線（主系）の調達

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年4月1日 富士通（株） 1020001071491

官公庁事業本部官庁第四
事業部長　今野　政寿
東京都港区東新橋一丁目
５番２号

現有の各個別システムのネット
ワーク機器の設定と直接関連して
おり、費用的観点から各種システ
ムの設定を同時に変更する機会に
併せて調達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。

- 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4年4月1日 富士通（株） 1020001071491

官公庁事業本部官庁第四
事業部長　今野　政寿
東京都港区東新橋一丁目
５番２号

現有の各個別システムのネット
ワーク機器の設定と直接関連して
おり、費用的観点から各種システ
ムの設定を同時に変更する機会に
併せて調達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。

- 1,848,000 - 0
　
　

固定電話通信サービス提供業務

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4月1日 ソフトバンク（株） 9010401052465

代表取締役副社長執行役
員兼ＣＯＯ　今井　康之
東京都港区東新橋１－９
－１東京汐留ビルディング

令和４年１月２１日（金）に実施した
入札が不調となったことにより、次
の契約期間が開始される令和４年
６月３０日までの間、現契約相手方
であるソフトバンク株式会社と契約
を締結することが必要であることか
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。

- 20,591,466 - 0
　
　

令和４年度登記情報提供サービスの調達

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4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

同様のサービスを提供しているほ
かの業者がないことから、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。

- 2,254,700 - 0
　
　

令和４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4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
　
　

令和４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4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。

- 6,760,751 - 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4年4月25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。

- 10,391,832 - 0
　
　

エイジアクション１００（概要版）等の印刷、支部への
発送作業

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4年5月12日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,636,800 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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５年４月採用職員募集採用試験問題及び採点
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5月16日 （株）日本文化科学社 6010001005958

代表取締役社長　中谷
一郎
東京都文京区本駒込６－
１５－１７

職員採用において、過去の試験結
果を踏まえた連続性のある合否基
準として使用する必要があり、会計
規程第６７条第１号（契約の性質又
は目的が競争を許さないとき）に該
当するため。

- 1,215,170 - 0

予定調達総額（単価契約）
ＴＡＰ適性検査総合タイプ　問題用紙
7,000.00円/部
採点月間利用料　10,000.00円/月
ＴＡＰ適性検査総合タイプ　採点料
1,000.00円/件

「デジタル化に伴う障害者雇用への影響等に関する
調査（企業アンケート）」に係る調査協力依頼書の印
刷・封入・発送及び督促葉書の印刷・発送

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年5月26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。

- 3,679,275 - 0
　
　

「70歳雇用推進事例集2022」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4年5月30日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 5,043,940 - 0
　
　

営繕積算システムＲＩＢＣ２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4年6月8日
一般財団法人建築コ
スト管理システム研究
所

4010405010399
理事長　春田　浩司
東京都港区西新橋３－２５
－３３

当該システムの賃貸借及びサポー
トを実施している唯一の組織である
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。

- 1,885,692 - 0
　
　

営繕積算システムＲＩＢＣ２用一次単価データ・市場
単価データの提供

契約担当役理事
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8日
一般財団法人建設物
価調査会

6010005018675
理事長　北橋　建治
東京都日本橋大伝馬町１
１－８

データの著作権を契約相手方が保
有していることから、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。

- 2,185,700 - 0
　
　

営繕積算システムＲＩＢＣ２用一次単価データ・市場
単価データの提供

契約担当役理事
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9日
一般財団法人経済調
査会

1010005002667
代表理事　田口　学
東京都港区新橋６－１７－
１５

データの著作権を契約相手方が保
有していることから、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。

- 2,249,500 - 0
　
　

令和４年度障害者雇用支援月間に係る広報用ポス
ター等配付物及び絵画・写真コンテスト入賞作品展
示会用掲示物の作成及び発送業務

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6月20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。

- 1,415,480 - 0
　
　

「第３０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

契約担当役理事
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29日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,421,151 - 0
　
　

全国の求職者を対象としたオンラインによる委託訓
練（ＩＴ分野）の実施

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年7月8日
キャリア教育プラザ
（株）

3330001007784
代表取締役　柴田　健
熊本県熊本市東区健軍３
－３９－１４

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

- 4,620,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

全国の求職者を対象としたオンラインによる委託訓
練（ＩＴ分野）の実施

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年7月8日 （株）ソコロシステムズ 7280001006061
代表取締役　寺井　清
島根県益田市三宅町１番
１９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。

- 4,562,316 - 0
　
　

全国の求職者を対象としたオンラインによる委託訓
練（ＩＴ分野）の実施

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年7月8日 北大阪商工会議所 6120005012519
会頭　久門　哲男
大阪府枚方市大垣内町２
丁目１２番２７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。

- 4,483,050 - 0
　
　

全国の求職者を対象としたオンラインによる委託訓
練（ＩＴ分野）の実施

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年7月8日 ヒートウェーブ（株） 9011001043111

代表取締役　林田　かお
る
東京都新宿区歌舞伎町二
丁目４６番５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。

- 4,619,934 - 0
　
　

全国の求職者を対象としたオンラインによる委託訓
練（ＩＴ分野）の実施

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年7月8日
（有）エヌティ・クリエイ
ト

3260002024274
代表取締役　西田　和英
岡山県倉敷市中庄２１６１
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。

- 4,574,658 - 0
　
　

令和３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4年8月1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。

- 2,648,250 - 0
　
　

第４３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4年8月24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。

- 74,448,094 - 0
　
　

「第３１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4年8月25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。

- 7,957,400 - 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・駆除ツールの調達

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月5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。

- 1,028,170 - 0
　
　

ＰＤＦ編集ソフト（ＡｄｏｂｅＡｃｒｏｂａｔＰｒｏ）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9月7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。

- 1,479,122 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

「事業主が採用後に障害を把握した発達障害者の
就労継続事例等に関する調査研究」に係る企業調
査依頼書の印刷・封入・発送及び督促はがきの印
刷・発送

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月8日
特定非営利活動法人
日本セルプセンター

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

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

- 3,154,850 - 0
　
　

令和４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4年9月12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　佐々木　雅広
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。

- 44,178,750 - 0
　
　

車いすの調達

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4年9月13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。

- 2,501,150 - 0
　
　

音声文字起こしツールの調達

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年9月20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－
３－１２－２Ｆ

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。

- 13,237,015 - 0
　
　

障害者雇用月間における絵画・写真コンテスト応募
勧奨に係るカレンダー及びクリアファイルの作成・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9月28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。

- 851,400 - 0
　
　

令和５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4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。

- 5,055,050 - 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4年9月30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

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。

- 550,518 - 0

複数年契約 R5.1.1～R6.1.1
2年目以降契約総額 1,651,552円

　
　

第１０回国際アビリンピックへの日本選手団派遣に
係る業務委託

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年10月14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。

- 176,216,315 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

第４２回全国障害者技能競技大会実施における「パ
ソコン組立」技能競技に係る競技機材等の購入

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10月17日 （株）サードウェーブ 4010001018053

代表取締役社長　尾崎
健介
東京都千代田区外神田２
－１４－１０

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

- 1,478,734 - 0
　
　

「７０歳雇用推業事例集２０２３」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4年10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。

- 6,107,200 - 0
　
　

「令和５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4年10月24日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 2,555,795 - 0
　
　

進学情報サイトへの学生募集情報等掲載

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4年10月26日 （株）リクルート 5010001149426

代表取締役社長　北村
吉弘
東京都千代田区丸の内１
－９－２

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 R4.10.26～R6.2.29
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4年10月26日 （株）マイナビ 3010001029968

代表取締役社長執行役員
土屋　芳明
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
る進学情報サイトは、株式会社マイ
ナビ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。

- 2,079,000 - 0

複数年契約 R4.10.26～R6.2.29
2年目以降契約総額 9,801,000円

　
　

障害者雇用マニュアル等の増刷

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4年10月31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。

- 805,200 - 0
　
　

障害者職業総合センター大規模改修工事に係る工
事内容等細分化計画策定業務

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4年11月9日 （株）日総建 2011001108052

代表取締役社長　濵田
幸一
東京都渋谷区幡ヶ谷１－３
４－１４

令和２年度に左記相手方と契約し
た設計業務に基づき実施する工事
に付随する業務であり、同社以外
の者に委託することは不利と認め
られることから、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

- 4,400,000 - 0
　
　

資料シリーズ６「高齢期の人事戦略と人事管理の実
態」（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11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。

- 1,870,330 - 0
　
　

「難病患者の就労困難性に関する調査研究」に係る
調査協力依頼書等の印刷・封入・発送及び督促葉
書の印刷・発送

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年11月25日
一般社団法人東広島
自立支援センタ－あゆ
み

8240005013024
理事長　細木　雄二
広島県東広島市高屋台２
－１－１２

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。

- 1,164,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

障害者職業総合センター３階休憩コーナーのソ
ファー・テーブル等の更新整備

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年11月28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－
３－１２－２Ｆ

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。

- 3,863,482 - 0
　
　

研究成果物（３種）の印刷（社会的支援部門）

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4年12月7日 （株）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
岐阜県岐阜市北一色８丁
目７番２８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。

- 1,416,525 - 0
　
　

障害者雇用マニュアル等に係る改訂版の制作（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4年12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。

- 5,113,570 - 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4年12月12日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,922,492 - 0
　
　

令和４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4年12月14日
三井住友信託銀行
（株）

2010001146005
取締役社長　大山　一也
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。

- 3,458,125 - 0
　
　

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4年12月21日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,237,707 - 0
　
　

第４２回全国障害者技能競技大会報告書の作成

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和4年12月23日 富士ソフト企画（株） 7021001009732

代表取締役社長　須藤
勝
神奈川県鎌倉市岡本２－
１３－１８

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

- 1,319,417 - 0
　
　

２０２３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5年1月11日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 2,040,940 - 0
　
　

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

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5年1月19日 （株）コームラ 5200001001939
代表取締役　鴻村　健司
岐阜県岐阜市三輪ぷりん
とぴあ３

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

- 966,828 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

「職業能力開発体系」リーフレットの制作及び発送

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5年1月23日
特定非営利活動法人
ぷーやんあしなが福
祉会

9012805001436
理事長　野村　京
東京都昭島市宮沢町５１７
－８１

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。

- 2,998,230 - 0
　
　

令和６年度応用課程学生募集要項の印刷・発送業
務

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和5年1月23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。

- 1,428,526 - 0
　
　

ソフトウェア（ＪＡＷＳバージョン２０２２日本語版外）
の購入

契約担当役理事
児玉　進矢
本部
千葉県千葉市美浜区若葉３－１－２

令和5年1月25日
公益情報システム
（株）

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

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

- 1,081,300 - 0
　
　

「令和４年度調査研究報告書サマリー」及び「令和４
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5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。

- 708,730 - 0
　
　

インターネットＶＰＮ回線の調達

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5年1月30日 ソフトバンク（株） 9010401052465

代表取締役副社長執行役
員兼ＣＯＯ　今井　康之
東京都港区海岸一丁目７
番１号

現契約相手方であるソフトバンク
（株）は既存の回線の使用が可能
であり、回線の刷新にかかる費用
が発生せず、他者よりも低廉な金
額で業務履行が可能であることか
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。

- 2,927,980 - 0

複数年契約 R5.3.1～R7.3.31
2年目以降契約総額 70,271,520円

　
　

令和５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5年2月8日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 8,650,246 - 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5年3月1日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 7,855,443 - 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5年3月2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。

- 1,591,150 - 0
　
　

「第３１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5年3月6日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 1,723,856 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

サブスクリプション型生産性向上支援訓練用動画の
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5年3月9日 （株）インソース 5010001080795

代表取締役執行役員社長
舟橋　孝之
東京都荒川区西日暮里４
－１９－１２

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。

- 1,485,000 - 0
　
　

マスクフィットテスター運送業務

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5年3月22日 佐川急便（株） 8130001000053

東関東支店長　岡島　由
純
千葉県船橋市潮見町４２
－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。

- 3,135,000 - 0
　
　

令和４年度一般廃棄物収集運搬処理業務（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4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１
条東１丁目サン経成ビル

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。

- 1,208,845 - 0
　
　

訓練用機器（普通旋盤）の修理（旭川訓練センター）

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10月13日 （株）サークル商事 9450001001183
代表取締役　佐々木　要
北海道旭川市工業団地２
条１丁目２６４－２１

本件修理業務は、納入契約者であ
る（株）サークル商事のみが履行可
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。

- 2,272,600 - 0
　
　

令和４年度電子複写機賃貸借及び保守業務（函館
訓練センター）

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4月1日
リコージャパン（株）北
海道支社

1010001110829

公共営業部長　宇野　暢
智
北海道札幌市北区北７条
西２丁目８番地１

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。

- 2,026,728 - 0
予定調達総額（単価契約）
賃貸借　28,820.00円/月（税込）
保守　モノ　0.66円/枚（税込）
保守　カラー　5.50円/枚（税込）

電話設備更新整備一式（青森障害者職業センター）

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5年2月7日 （株）エヌ・コム 4420001002379
代表取締役　坂田　美恵
青森県青森市中央一丁目
２４－４

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。

- 582,780 - 0
　
　

令和４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
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。

- 1,221,440 - 0
　
　

令和４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
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4月1日
職業訓練法人八戸職
業能力開発協会

2420005003020
会長　佐々木　茂喜
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（電線管工事用機器一式）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
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9月29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

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

- 932,360 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

電気設備実習場用訓練用什器一式の購入（青森職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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9月29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

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

- 879,560 - 0
　
　

訓練用機器（自律型ロボット製作実習機器本体機
器）の購入（青森短大）

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12月19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。

- 992,200 - 0
　
　

訓練用機器（自律型ロボット製作実習機器周辺機
器）の購入（青森短大）

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12月19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

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

- 983,730 - 0
　
　

訓練用機器（自律型ロボット製作実習機器ＤＣモー
ター機器）の購入（青森短大）

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12月19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

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

- 1,531,860 - 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4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
　
　

外部講師謝金（岩手職業能力開発促進センター）

岩手支部分任契約管理者
岩手職業能力開発促進センター所長
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4月28日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,742,400 - 0
予定調達総額（単価契約）
委託費　4,400.00円/訓練１時限（税
込）
　

生産性向上支援訓練募集リーフレット印刷製本等
業務（岩手職業能力開発促進センター）

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6月30日
社会福祉法人岩手県
社会福祉協議会

6400005000412
会長　長山　洋
岩手県盛岡市三本柳８地
割１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。

- 2,946,852 - 0
　
　

高濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務（岩手職業能力開発
促進センター）

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7月11日
中間貯蔵・環境安全
事業（株）

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

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

- 4,466,000 - 0
　
　

駐車場の賃借業務（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4年12月1日 むつみホーム（株） 3410001002521
代表取締役　中田　史子
秋田県秋田市下新城中野
字琵琶沼２５８番地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。

- 687,500 - 0

複数年契約 R4.12.1～R8.3.31
2年目以降契約総額 4,950,000円

　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年10月28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。

- 11,150,700 - 0
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油（１種１号）　93.00円/Ｌ
　

令和４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
香月　敬
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4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

施設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
　
　

令和４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
香月　敬
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4年4月1日
（株）ダイバーシティメ
ディア

2390001000561

代表取締役社長　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。

- 1,903,000 - 0
　
　

離職者訓練実施に係る外部講師謝金（山形職業能
力開発促進センター）

山形支部分院契約管理者
山形職業能力開発促進センター所長
香月　敬
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4年6月30日
公益財団法人介護労
働安定センター山形
支部

8011505001433

支部長　高橋　茂弥
山形県山形市流通セン
ター２丁目３番地（協）山形
流通団地組合会館２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。

- 1,247,400 - 0 公財 国所管
　
　

訓練用教材（模擬家屋用プレカット材）の購入（山形
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
香月　敬
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4年7月4日
ウッドショップマルエス
天童店

4390001008867
店長　庄司　剣
山形県天童市貫津２２６７

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

- 1,251,189 - 0
　
　

暖房用燃料（灯油）の購入（山形障害者職業セン
ター、山形職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
香月　敬
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4年12月13日 高橋石油（株） 7390001004442
代表取締役　高橋　光廣
山形県天童市大字高木７
８７

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

- 1,247,400 - 0
予定調達総額（単価契約）
灯油　92.40円/Ｌ（税込）
　

離職者訓練実施に係る外部講師謝金（山形職業能
力開発促進センター）

山形支部分任契約管理者
山形職業能力開発促進センター長
香月　敬
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4年12月19日
公益財団法人介護労
働安定センター山形
支部

8011505001433

支部長　高橋　茂弥
山形県山形市流通セン
ター２丁目３番地（協）山形
流通団地組合会館２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。

- 1,247,400 - 0 公財 国所管
　
　

令和５年度離職者訓練募集パンフレット印刷製本委
託業務（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4年9月12日 藤庄印刷（株） 2390001009685

代表取締役社長　大舩
憲司
山形県山形市あこや町３
－１８－３０

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。

- 1,297,890 - 0
　
　

訓練用機器（自動火災報知設備機器）老朽更新機
器一式の購入（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10月3日 大槻電気通信（株） 7380001004740
代表取締役　大槻　努
福島県郡山市田村町金屋
字上川原２８６

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

- 1,378,036 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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５年度能力開発セミナーコースガイド印刷製本
一式（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10月11日 （株）民報印刷 3380001001691

代表取締役社長　荒木
英幸
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。

- 1,241,460 - 0
　
　

訓練用機器（被覆アーク溶接機６台）の購入一式
（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11月2日 （株）ユミヤマ 5380001001780
代表取締役　山崎　隆雄
福島県福島市大笹生字北
谷地１番１

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

- 1,287,000 - 0
　
　

令和４年度いわき市広報誌「広報いわき」募集広告
掲載業務（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4年4月1日 （有）福島メディア 2380002025690
代表取締役　馬目　浩二
福島県いわき市平上荒川
字長尾７４－８

本件は指定業者のみが行うことが
できる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。

- 1,089,000 - 0

複数年契約 R4.4.1～R5.4.28
2年目以降契約総額 99,000円
予定調達総額（単価契約）
広告掲載業務　90,000.00円/回（税
抜）
　

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4年4月11日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,136,520 - 0
　
　

訓練用機器「両頭グラインダー２式」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4年12月20日
東邦福島（株）いわき
支社

1380001009126
支社長　中野渡　磨
福島県いわき市常磐下船
尾町古内２９７－１

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。

- 897,050 - 0
　
　

令和４年度受講生募集チラシ作成一式（会津訓練セ
ンター）

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

令和4年4月14日
社会福祉法人けやき
の村

1380005000452
園長　菅野　義則
福島県福島市飯坂町中野
字高田前２－７

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

- 1,098,680 - 0
　
　

令和４年度における離職者訓練広報業務（会津訓
練センター）

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

令和4年8月24日
（株）ジェイアール東日
本企画仙台支社

7011101029649
仙台支社長　百々　潤司
宮城県仙台市青葉区一番
町２－２－１３

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。

- 5,109,650 - 0
　
　

令和５年度受講生募集チラシ印刷作製業務（会津訓
練センター）

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

令和5年3月10日
社会福祉法人けやき
の村

1380005000452
園長　菅野　義則
福島県福島市飯坂町中野
字高田前２－７

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

- 1,243,440 - 0
　
　

令和５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
永野　朝子
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4年11月2日 （株）光和印刷 6050001000955

代表取締役社長　宮角
貴裕
茨城県水戸市元吉田町１
８２３－２２

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

- 1,986,600 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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５年度在職者訓練コース案内パンフレット作成
及び発送業務（茨城職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
永野　朝子
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4年11月28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。

- 1,430,000 - 0
　
　

事務用及び業務用什器の購入及び搬出業務（栃木
障害者職業センター）

契約担当役支部長
狩野　琢哉
栃木障害者職業センター
栃木県宇都宮市睦町３－８

令和4年9月28日 （有）広瀬文具店 3060002007638
代表取締役　廣瀬　秀治
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１３

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

- 1,317,690 - 0
　
　

２０２２年度（令和４年度）人材情報（全９回）の作成
業務（栃木職業能力開発促進センター）

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

令和4年5月26日 （株）ダイサン 4060001006053
代表取締役　齋藤　慎一
栃木県さくら市押上７５５
－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。

- 1,188,000 - 0
　
　

令和４年度離職者訓練募集チラシとポスターの作成
印刷（栃木職業能力開発促進センター）

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

令和4年6月2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。

- 891,000 - 0
　
　

２０２３年度（令和５年度）能力開発セミナーコースガ
イド作成及び発送業務（栃木職業能力開発促進セン
ター）

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

令和4年11月15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。

- 704,000 - 0
　
　

２０２３年度離職者訓練コースガイド等作成及び発送
業務（栃木職業能力開発促進センター）

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

令和4年11月15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。

- 751,300 - 0
　
　

木材の購入一式（栃木職業能力開発促進センター）

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

令和4年12月2日 （株）大崎材木店 4050001002994
代表取締役　大崎　勝也
茨城県東茨城郡城里町上
入野２１４２－１

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

- 1,094,962 - 0
　
　

令和５年度離職者訓練募集チラシとポスターの作成
印刷（栃木職業能力開発促進センター）

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

令和5年3月20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。

- 1,438,800 - 0
　
　

ＰＬＣ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4年5月9日 大興電気商事（株） 6070001001910
代表取締役　蟻川　幸男
群馬県前橋市亀里町７６５
－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。

- 1,053,580 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

シーケンス制御開発支援システムの購入（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4年5月9日 大興電気商事（株） 6070001001910
代表取締役　蟻川　幸男
群馬県前橋市亀里町７６５
－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。

- 1,102,420 - 0
　
　

訓練用教材（プログラマブルコントローラ一式）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4年5月16日 大興電気商事（株） 6070001001910
代表取締役　蟻川　幸男
群馬県前橋市亀里町７６５
－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。

- 753,500 - 0
　
　

都市ガス需給契約（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5月31日 北日本ガス（株） 9060001014092
代表取締役　萩原　文男
栃木県小山市花垣町２－
１１－２２

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。

- 11,074,125 - 0
予定調達総額（単価契約）
都市ガス（冬季）　134.11円/㎥
都市ガス（その他季）　124.31円/㎥

実習機器の購入（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4年6月21日 鈴木機械（株） 1060001010470
代表取締役　鈴木　勤
栃木県鹿沼市天神町１７０
２番地

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

- 1,457,500 - 0
　
　

訓練用機器（超精密旋盤）のリーディングヘッド交換
作業（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7月1日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１－５－９

当該案件については、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。

- 3,080,000 - 0
　
　

３Ｄプリンタモデリング材料外の購入（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4年8月2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トナカイ神
田タワービル３階

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

- 1,355,200 - 0
　
　

訓練用機器（プロジェクター２台）（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8月5日 日興通信（株） 9010901015459
代表取締役　鈴木　範夫
東京都世田谷区桜丘１－
２－２２

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

- 1,249,600 - 0
　
　

２０２４年度大学校案内パンフレット作成業務（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4年10月31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。

- 1,017,500 - 0
　
　

令和５（２０２３）年度能力開発セミナーパンフレット
の作成及び発送業務（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4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。

- 1,230,790 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

開発課題２０年史印刷製本等業務（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4年12月16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。

- 1,343,100 - 0
　
　

電子黒板２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5年1月31日 日興通信（株） 9010901015459
代表取締役　鈴木　範夫
東京都世田谷区桜丘１－
２－２２

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

- 1,531,200 - 0
　
　

卓球台４台外の購入（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5年2月8日 （有）ＩＴ．Ｆ 5070002013344
代表取締役　佐藤　文彦
群馬県高崎市上並榎町４
７９－４原人社ビル２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。

- 1,095,600 - 0
　
　

訓練用機器（３Ｄプリンタ）の調達（群馬職業能力開
発促進センター）

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5年1月18日 （株）山崎機械店 6070001008641
代表取締役　長谷川　泰
群馬県高崎市飯塚町１８０
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。

- 1,142,845 - 0
　
　

令和４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
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。

- 20,373,216 - 0
　
　

外部講師謝金（埼玉職業能力開発促進センター）

埼玉支部分任契約管理者
埼玉職業能力開発促進センター所長
池田　秀作
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6月17日 （株）ＤＮイー・ウイング 5010001159656

代表取締役　吉岡　秀明
埼玉県さいたま市大宮区
宮町２－８１いちご大宮ビ
ル３Ｆ

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

- 1,930,500 - 0
　
　

訓練用教材等（薄鋼電線管６０式外３８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
池田　秀作
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8月25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

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。

- 1,980,000 - 0
　
　

外部講師謝金（埼玉職業能力開発促進センター）

埼玉支部分任契約管理者
埼玉職業能力開発促進センター所長
池田　秀作
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10月7日 （株）ＤＮイー・ウイング 5010001159656

代表取締役　吉岡　秀明
埼玉県さいたま市大宮区
宮町２－８１いちご大宮ビ
ル３Ｆ

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

- 2,316,600 - 0
　
　

２０２３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4年11月7日
社会福祉法人東京コ
ロニーコロニー東村山
印刷所

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

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

- 1,485,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

職域開発課訓練用機器（ノートパソコン）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11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。

- 980,650 - 0
　
　

令和５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4年11月24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。

- 1,540,000 - 0
　
　

訓練用物品（Ⅰ形直角定規外）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5年1月4日 田中無線電機（株） 1010001022479
代表取締役　小池　一義
東京都千代田区外神田４
－５－５アキバ三滝館３階

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

- 1,209,549 - 0
　
　

訓練用什器（書棚）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5年1月19日 （株）鈴木堂 2030001024365
代表取締役　鈴木　正郎
埼玉県所沢市寿町１０番８
号

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

- 601,920 - 0
　
　

令和５年度パンフレット等の発送業務（国立職業リ
ハビリテーションセンター）

契約担当役所長
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5年2月1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。

- 1,200,100 - 0
　
　

両袖机外一式の購入（国立職業リハビリテーション
センター）

契約担当役所長
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5年2月17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。

- 2,126,613 - 0
　
　

封筒（３種類）印刷業務（千葉支部、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
千葉支部
千葉県千葉市稲毛区六方町２７４

令和5年1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。

- 1,105,500 - 0
　
　

令和４年度都市ガス需給契約（千葉職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
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4月21日 ＥＮＥＯＳ（株） 4010001133876

代表取締役社長　大田
勝幸
東京都千代田区大手町１
－１－２

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

- 2,504,349 - 0
予定調達総額（単価契約）
基本料金　8,560.00円/月
従量料金　100.13円/㎥

消防用設備等の購入及び修繕業務（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4年7月4日 （株）小川防災 3040001035071
代表取締役　小川　一
千葉県松戸市紙敷１－１６
－３

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

- 916,280 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

イベントホール空調機更新整備業務（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4年9月1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

会計規程第６７条第６号（予定価格
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
　
　

離職者訓練に係る外部講師謝金（千葉職業能力開
発促進センター）

千葉支部分任契約管理者
千葉職業能力開発促進センター所長
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9月16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。

- 1,053,360 - 0
　
　

訓練用機器（リレー等制御機器一式）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4年10月5日 田中無線電機（株） 1010001022479
代表取締役　小池　一義
東京都千代田区外神田４
－５－５アキバ三滝館３階

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

- 839,927 - 0
　
　

落下防止ベルト４４０本の購入（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4年11月8日
（株）ティーエフサービ
ス

4110001016872
代表取締役　髙橋　文人
新潟県燕市八王寺２４９４

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

- 798,380 - 0
　
　

生産性向上支援訓練広報チラシ制作及び印刷業務
（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5年1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。

- 4,290,000 - 0
　
　

離職者訓練に係る部外講師謝金（君津訓練セン
ター）

千葉支部分任契約管理者
君津訓練センター長
丸山　雅滋
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和4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。

- 1,138,500 - 0
　
　

離職者訓練に係る部外講師謝金（君津訓練セン
ター）

千葉支部分任契約管理者
君津訓練センター長
丸山　雅滋
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和4年6月22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。

- 1,336,500 - 0
　
　

離職者訓練に係る部外講師謝金（君津訓練セン
ター）

千葉支部分任契約管理者
君津訓練センター長
丸山　雅滋
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和4年10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。

- 1,452,000 - 0
　
　

離職者訓練に係る部外講師謝金（君津訓練セン
ター）

千葉支部分任契約管理者
君津訓練センター長
丸山　雅滋
君津訓練センター
千葉県君津市坂田４２８

令和4年11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。

- 1,020,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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（精密切断機一式）の購入（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12月2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

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。

- 7,183,000 - 0
　
　

訓練用機器（動力計）の修繕業務（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12月5日 関東物産（株） 9010001013776
代表取締役　山本　洋
東京都中央区日本橋本町
１丁目５番９号

当該機器の開発や製作を行った一
の者しか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。

- 1,631,300 - 0
　
　

訓練用機器（ベアリングヒーター２式外１件）の購入
（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12月28日 （株）麻布前田 7010401001465
代表取締役　前田　貴之
東京都港区東麻布３－７
－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。

- 895,840 - 0
　
　

訓練用機器（光ファイバ融着接続機一式）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4年10月4日 春日工機（株） 1010001001788
代表取締役　蛭田　圭一
東京都文京区本郷２－２６
－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。

- 1,127,500 - 0
　
　

訓練用機器（ファンクションジェネレータ１４台）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4年11月30日 大輝産業（株） 2011101011809
代表取締役　小倉　功
東京都調布市調布ヶ丘３
丁目１９番地９

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

- 2,833,600 - 0
　
　

「令和６年度学生募集要項」等の印刷製本業務（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5年2月1日
社会福祉法人東京コ
ロニー東京都大田福
祉工場

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

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

- 3,285,700 - 0
　
　

令和６年度学校案内ガイドブック等制作業務（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5年2月8日 中哲合同会社 8011803002785
代表社員　陳　妙芬
東京都足立区竹の塚１ー
４０－１５庄栄ビル５階

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

- 1,053,690 - 0
　
　

看板張替修繕業務（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5年2月14日 白戸工業（株） 3040001003474
代表取締役　白戸　孝夫
千葉県千葉市中央区道場
南２－１２－１７

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。

- 1,155,000 - 0
　
　

本館３階教室電源配線及びＯＡフロアの修繕業務
（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5年3月17日 ＳＧムービング（株） 4010601022966
代表取締役　角本　高章
東京都江東区新砂３－２
－９

廃液がＯＡフロア内の電源接続部
等にまで浸潤していること、また、
浸水した教室に強烈な金属腐食臭
があり長時間の在室は健康被害を
招く恐れがあることから、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。

- 2,183,500 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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４～８年度分機密書類保管管理等委託（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4年4月1日 押入れ産業（株） 9010401057729
代表取締役　黒川　久
東京都港区新橋６丁目１６
番１０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。

- 902,000 - 0

複数年契約 R4.4.1～R9.3.31
2年目以降契約総額 3,608,000円

　
　

カラー複合機の購入及び保守業務の調達（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4年6月3日
コニカミノルタジャパン
（株）

9013401005070

代表取締役社長　原口
淳
東京都港区芝浦１丁目１
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。

- 1,646,777 - 0

複数年契約 R4.6.3～R9.12.31
2年目以降契約総額 511,005円

　
　

令和４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4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。

- 42,269,040 - 0
　
　

令和４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4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４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4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４年度清掃業務（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4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４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4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
　
　

令和４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4年5月1日
（株）サンユー・ビルマ
ネジメント

2010001093684

代表取締役社長　小林
桂三
東京都文京区本郷３－４０
－１０

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

- 1,597,200 - 0
　
　

オンライン学習管理システムの運用業務（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4年4月1日
（株）ヒューマンサイエ
ンス

2010901010169
代表取締役　熊澤　剛
東京都新宿区西新宿２丁
目７番１号

オンライン学習管理システムの運
用業務を行うことが可能な相手先
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。

- 1,540,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

進学情報サイト（マナビジョン）への学生募集情報等
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4年4月1日 （株）進研アド 2120001144773

代表取締役社長　田村
隆憲
大阪府大阪市北区堂島２
－４－２７

当該進学情報サイトへの掲載につ
いて、代理店を通じた取扱いは
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。

- 1,320,000 - 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4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。

- 1,425,600 - 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4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。

- 1,055,520 - 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4年4月7日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 2,316,600 - 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4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
　
　

事務用機器（カラーレーザープリンター）の購入等
（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4年8月18日
富士電機ＩＴソリュー
ション（株）

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

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

- 2,079,000 - 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4年9月2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

販売元が当該相手方に限定されて
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。

- 1,620,960 - 0

複数年契約 R4.9.2～R5.9.30
2年目以降契約総額 0円

　
　

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4年9月15日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規定第６７号第１号（契約の性
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4年9月15日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,867,140 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年9月15日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規定第６７号第１号（契約の性
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（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4年9月15日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル２Ｆ

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

- 1,415,700 - 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4年9月15日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 2,245,100 - 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4年9月15日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

会計規定第６７号第１号（契約の性
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
　
　

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4年12月2日 丸善雄松堂（株） 2010001034952

経理・財務部長　二ノ宮
護
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。

- 5,186,947 - 0
　
　

令和４・５年度事務所の賃借・共益費（神奈川障害
者職業センター）

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

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

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

- 13,828,320 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 13,828,320円

　
　

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4年10月17日 ＥＮＥＯＳ（株） 4010001133876
代表取締役　齊藤　猛
東京都千代田区大手町１
－１－２

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

- 4,125,129 - 0

複数年契約 R4.12.1～R5.12.31
2年目以降契約総額 3,798,306円
予定調達総額（単価契約）
ガス従量料金単価　106.70円/㎥
　

訓練用機器（プロジェクタ３台外１件）の購入（関東
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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10月21日 （株）ミナト事務器 3020001013830
代表取締役　志村　俊幸
神奈川県横浜市南区中里
１ー９ー２７

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

- 1,062,600 - 0
　
　

日本版デュアルシステム訓練学生募集広告「広報
よこはま」（令和４年５月号）掲載（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長
芳賀　竹志
港湾職業能力開発短期大学校横浜校
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和4年4月1日 （株）横浜メディアアド 3020001023565
代表取締役　三浦　彰久
神奈川県横浜市神奈川区
栄町５番地１

令和４年度「広報よこはま」の広告
枠については、横浜市による公募
型指名競争入札により、（株）横浜
メディアアドが落札し、横浜市との
広告枠一括売渡契約を締結してい
ることから、会計規程第６７条第１
号（契約の性質又は目的が競争を
許さないとき）に該当するため。

- 1,518,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

什器（椅子３１脚）の購入（港湾短大横浜校）

契約担当役支部長
芳賀　竹志
港湾職業能力開発短期大学校横浜校
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１

令和4年11月15日 （株）ウチダシステムズ 8010001130341

神奈川支社長　松尾　修
弘
神奈川県横浜市神奈川区
金港町６－６横浜みなと第
一生命ビル１１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。

- 938,850 - 0
　
　

令和４年度都市ガス需給契約（新潟職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
相楽　智輝
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4年4月1日 北陸瓦斯（株） 5110001004983
代表取締役　敦井　一友
新潟県新潟市中央区東大
通１丁目２番２３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。

- 5,644,173 - 0
　
　

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
相楽　智輝
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4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。

- 7,344,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
駐車場（月額）　15,300.00円/台
　

訓練受講者用イスの購入（新潟職業能力開発促進
センター）

契約担当役支部長
相楽　智輝
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5年2月9日 （株）シマキュウ 5110001022606
代表取締役　島田　隆昭
新潟県長岡市原町一丁目
５番地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。

- 800,800 - 0
　
　

令和４年度ガス需給契約（新潟短大）

契約担当役支部長
相楽　智輝
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

令和4年4月1日 新発田ガス（株） 5110001012623
代表取締役　佐藤　哲也
新潟県新発田市豊町１丁
目４番２３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。

- 6,694,269 - 0
　
　

両開き保管庫等の購入（新潟短大）

契約担当役支部長
相楽　智輝
新潟職業能力開発短期大学校
新潟県新発田市新富町１－７－２１

令和4年11月17日 （株）皆徳 7110001013520
代表取締役　皆川　倫彬
新潟県新発田市豊町４丁
目５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。

- 1,384,900 - 0
　
　

令和４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
宿谷　慶
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4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－
１４

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

- 21,884,544 - 0
　
　

令和４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
宿谷　慶
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4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－
１４

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

- 1,821,600 - 0
　
　

令和４年度複合機（富士フィルム）保守点検業務（富
山職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
宿谷　慶
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4年4月1日
富士フイルムビジネス
イノベーションジャパン
（株）

1011101015050
北陸支社長　吉岡　東吾
石川県金沢市中橋町１１
－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。

- 3,307,480 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

学生寮及び学生ホールの食堂業務の委託（北陸能
開大）

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4月1日
（株）魚国総本社北陸
支社

1120001074930

執行役員支社長　佐々木
強
富山県富山市西大泉１２
番地１０

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。

- 12,540,000 - 0

複数年契約 R4.4.1～R7.3.31
2年目以降契約総額 25,080,000円

　
　

令和４年度構内除排雪業務（北陸能開大）

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12月22日 （有）澤田土石運輸 8230002007616
代表取締役　澤田　サツコ
富山県魚津市川縁字西川
原１２８９－３７

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。

- 2,301,882 - 0

予定調達総額（単価契約）
除雪タイヤショベル　２．７㎥
26,280.00円/Ｈ
除雪タイヤショベル　１．３㎥
21,660.00円/Ｈ

令和５年度離職者訓練パンフレット作成業務（石川
職業能力開発促進センター）

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11月2日 第一印刷（株） 5220001015391
代表取締役　政浦　隆司
石川県七尾市古府町へ部
３４番地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。

- 1,089,000 - 0
　
　

離職者訓練紹介動画制作業務（石川職業能力開発
促進センター）

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2日
（株）ダーチャコンセプ
ト

2120001168475
代表取締役　北川　ワタル
大阪府大阪市住吉区我孫
子３－８－７

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。

- 451,000 - 0
　
　

令和５年度総合パンフレット等広報物作成業務（石
川短大）

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11月16日 （株）ハクイ印刷 7220001016090
代表取締役　坂本　聖二
石川県羽咋市南中央町ユ
８３－５１

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。

- 787,600 - 0
　
　

令和４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
藤村　真樹
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
　
　

令和４年度～６年度清掃業務（福井障害者職業セン
ター）

契約担当役支部長
藤村　真樹
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4月1日
（株）スタンドトゥギャ
ザー前進主義ふくい

7160001017368
代表取締役　爲國　正芳
福井県福井市菅谷１丁目
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。

- 396,000 - 0

複数年契約 R4.4.1～R7.3.31
2年目以降契約総額 792,000円

　
　

令和４・５年度職業準備支援室の賃貸（山梨障害者
職業センター）

契約担当役支部長
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4月1日 （株）内藤ハウス 8090001011146

代表取締役社長　内藤
篤
山梨県韮崎市円野町上円
井３１３９

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

- 739,200 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 739,200円

　
　

キャラクター使用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4年4月1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
手方が所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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

離職者訓練受講者募集リーフレット及びポスターの
制作（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4月18日 （株）少國民社 3090001001110
代表取締役　依田　訓彦
山梨県甲府市住吉１－１３
－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。

- 616,000 - 0
　
　

令和４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4年10月14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。

- 1,351,350 - 0
予定調達総額（単価契約）
灯油　99.00円/Ｌ
　

電気工事実習盤一式（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12月21日 （株）バイナス 8180001086088
代表取締役　渡辺　亙
愛知県稲沢市平和町下三
宅菱池９１７－２

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。

- 1,595,000 - 0
　
　

令和４年度公用車燃料の調達（単価契約）（長野障
害者職業センター）

契約担当役支部長
田中　修一
長野障害者職業センター
長野県長野市中御所３－２－４

令和4年4月1日 北信米油（株） 5100001003111
代表取締役　高橋　勝義
長野県長野市柳原２５５１
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。

- 1,046,034 - 0
予定調達総額（単価契約）
ガソリン　162.00円/リットル（税抜）
　

令和５年度能力開発セミナーガイド印刷・発送業務
（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4年10月27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。

- 1,547,079 - 0
　
　

令和４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
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。

- 4,400,000 - 0
　
　

令和４年度訓練用ネットワークに係るソフトウェアラ
イセンス更新作業（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4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丁目１５番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。

- 2,827,000 - 0
　
　

令和４年度ＪＲ岐阜駅及び穂積駅構内電照式看板
広告の実施（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4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
２－３６－２７

当該広告実施場所は（株）アイセイ
社のみが代理店指定をうけている
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。

- 1,029,600 - 0
　
　

令和４年度施設設備等現況調査業務（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4年6月22日 （株）ティーメック 1500001018964
代表取締役　松岡　彰彦
愛媛県松山市美沢１－８
－４６

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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

直交ロボット実習機の調達（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4年8月22日 下野機械（株） 1200001002544
代表取締役　下野　祐輔
岐阜県岐阜市戎町４丁目
１４番地

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

- 5,544,000 - 0
　
　

令和４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
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 松本印刷（株） 2080001014064
代表取締役　松本　憲治
静岡県榛原郡吉田町片岡
２２１０

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。

- 1,243,184 - 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）　101,112.00円/回
求職者情報誌発送（１回当たり５６０
件）　54,286.00円/回

令和４年度第３回能力開発セミナーリーフレットの印
刷・送付業務（静岡職業能力開発促進センター）

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13日 サンメッセ（株） 9200001013658
代表取締役　伊藤　均
岐阜県大垣市久瀬川町７
－５－１

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。

- 1,070,300 - 0
　
　

訓練用備品（アルミサッシ特注製作一式）の購入
（静岡職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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9月22日 （有）鈴清アルミ建材 8080002002954
代表取締役　鈴木　清
静岡県静岡市葵区富士見
町２５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。

- 1,318,636 - 0
　
　

令和５年度離職者訓練受講生募集パンフレットの作
成等業務（静岡職業能力開発促進センター）

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14日 中部印刷（株） 1080401003139
代表取締役　榑松　忠
静岡県浜松市南区東若林
町１５１６－２

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。

- 853,600 - 0
　
　

訓練用機器（プロジェクタスクリーン）３式の購入及
び設置（静岡職業能力開発促進センター）

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5年1月10日 （株）四葉商会 4080001009384
代表取締役　佐藤　嘉洋
静岡県静岡市清水区元城
町３－１３

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

- 1,124,420 - 0
　
　

令和４年度プリンタートナー等の購入（単価契約）
（浜松短大）

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1日 新栄事務機（株） 3080401002147
代表取締役　上村　篤
静岡県浜松市東区上西町
２５－５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。

- 1,088,230 - 0

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジＬＢＰ８５２Ｃｉ用
10,340.00円/本
ドラムカートリッジＬＢＰ８５２Ｃｉ用
19,030.00円/本
回収トナーボックスＬＢＰ８５２Ｃｉ用　外
2,420.00円/本

２０２４年度学校案内等製作業務（浜松短大）

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9月28日 東海電子印刷（株） 7080401003430
代表取締役　伊藤　均
静岡県浜松市南区若林町
８８８－１２２

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。

- 1,420,100 - 0
　
　

２０２４年度生学生募集要項の制作業務一式（浜松
短大）

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5年2月6日 （株）桐屋印刷 7080401024105
代表取締役　植松　敬之
静岡県浜松市南区米津町
１１８１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。

- 1,086,800 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

炭酸ガスレーザー加工機部品交換（浜松短大）

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5年2月24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　トナカイ神
田タワービル３階

実施可能な業者がメーカーより指
定されている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。

- 1,366,750 - 0
　
　

訓練用什器（両開き保管庫外２点）の購入（浜松短
大）

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5年3月10日 （株）伊勢屋 7080401000469

代表取締役社長　湖東
悦郎
静岡県浜松市中区佐藤１
丁目４０－２８

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

- 1,126,796 - 0
　
　

令和４年度公用車用ガソリンの調達（愛知支部、愛
知障害者職業センター、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
愛知支部
愛知県小牧市下末１６３６－２

令和4年4月1日 （株）ＥＮＥＯＳウイング 6180001016088
代表取締役　遠野　哲朗
愛知県名古屋市中区栄３
丁目６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。

- 1,056,000 - 0
予定調達総額（単価契約）
ガソリン（税込）　176.00円/１リットル
　

令和４年度駐車場の賃借（愛知支部）

契約担当役支部長
持永　秀行
愛知支部
愛知県小牧市下末１６３６－２

令和4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。

- 2,375,916 - 0
　
　

令和４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
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4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。

- 96,282,648 - 0
　
　

避難器具（垂直式救助袋）の購入及び設置業務（愛
知障害者職業センター豊橋支所）

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4年11月9日
大成有楽不動産（株）
名古屋支店

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

既に締結している契約等の定めに
より、契約相手方が一に限定され
ることから、会計規程第６７条第１
号（契約の性質又は目的が競争を
許さないとき）に該当するため。

- 1,936,000 - 0
　
　

什器（カウンター・保管庫）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5年1月16日 （株）篠田商会 2180001016918
取締役社長　篠田　光浩
愛知県名古屋市東区葵１
－２６－１４

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。

- 1,210,000 - 0
　
　

什器（カウンター・保管庫）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5年2月9日 （株）篠田商会 2180001016918
取締役社長　篠田　光浩
愛知県名古屋市東区葵１
－２６－１４

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。

- 1,154,890 - 0
　
　

令和４年度リングファイルの購入（中部職業能力開
発促進センター）

契約担当役支部長
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）栗田商会小牧営
業所

4180001028044

小牧営業所所長　松村
政幸
愛知県小牧市小牧五丁目
４７９

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

- 1,151,920 - 0
予定調達総額（単価契約）
リングファイル　261.80円/冊
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

外部講師謝金（中部職業能力開発促進センター）

愛知支部分任契約管理者
中部職業能力開発促進センター所長
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）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。

- 1,164,240 - 0
　
　

篠岡職員宿舎遠隔式量水器の購入及び取替（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7月1日 市原産業（株） 2200001017624
代表取締役　市原　俊享
岐阜県可児市川合２７４９
－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。

- 1,220,000 - 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
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8月31日 （株）インテックス 4180001102914

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

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

- 1,287,000 - 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
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8月31日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し
ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,069,200 - 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
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8月31日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,122,000 - 0
　
　

ジブクレーン照明設備等修理（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
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9月29日
（株）ＩＭＣ名古屋営業
所

4010401048591

所長　竹永　修介
愛知県知多郡阿久比町大
字阿久比字駅前一丁目７
番地

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

- 5,060,000 - 0
　
　

訓練用機器（短焦点プロジェクタ）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
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12日 リコージャパン（株） 1010001110829

公共営業部部長　鳥居
久仁広
愛知県名古屋市西区牛島
町６－１

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。

- 908,600 - 0
　
　

５ｔ天井クレーン修繕（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
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11月1日 （株）エムエムアイ 8180001096938
代表取締役　本多　修
愛知県弥富市五之三町川
平３４１－１

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。

- 1,094,500 - 0
　
　

令和５年度生産性向上支援訓練カリキュラムモデル
印刷業務（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12月7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
名町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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

ジブクレーン投光器改修（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
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5年1月30日
（株）ＩＭＣ名古屋営業
所

4010401048591

所長　竹永　修介
愛知県知多郡阿久比町大
字阿久比字駅前一丁目７
番地

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

- 3,586,000 - 0
　
　

耐水研磨紙外３２件の購入（中部職業能力開発促
進センター）

契約担当役支部長
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5年1月31日 藤井機工（株） 2120001016097

代表取締役社長　藤井
一
大阪府大阪市城東区諏訪
３丁目１－１３

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

- 684,398 - 0
　
　

２０２２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
吉本　卓弘
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4年6月22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。

- 1,092,784 - 0
　
　

令和４～５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4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

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 12,222,204円

　
　

令和４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4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

1160005006728
理事長　川並　正幸
滋賀県大津市和邇今宿８
９２番地の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
　
　

訓練用什器（椅子、テーブル）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5年3月6日
特定非営利活動法人
滋賀県精神障害者家
族会連合会

1160005006728
理事長　尾畑　聡英
滋賀県大津市和邇今宿８
９２番地の３ぴあ・らぼ内

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

- 1,316,238 - 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5年2月27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
滋賀県草津市草津二丁目
５番１６号

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

- 3,036,000 - 0
　
　

訓練用機器（プリント基板加工機）１式の購入（滋賀
短大）

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

令和4年12月2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

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

- 3,795,000 - 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5年3月31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
滋賀県草津市草津二丁目
５番１６号

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

- 3,036,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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（京都職業能力開発促進センター）

京都支部分任契約管理者
京都職業能力開発促進センター所長
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4月1日
ヒューマンアカデミー
（株）

4011101055952
代表取締役　川上　輝之
東京都新宿区西新宿七丁
目５－２５

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

- 1,617,000 - 0
　
　

外部講師謝金（京都職業能力開発促進センター）

京都支部分任契約管理者
京都職業能力開発促進センター所長
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。

- 1,302,840 - 0
　
　

令和４、５年度都市ガス需給契約（京都職業能力開
発促進センター）

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8月8日 大阪瓦斯（株） 3120001077601

エナジーソリューション事
業部業務部長　造座　克
之
大阪府大阪市中央区平野
町４丁目１番２号

公募により選定した相手方と契約
するものであるから、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。

- 708,363 - 0

複数年契約 R4.10.11～R6.4.12
2年目以降契約総額 6,062,602円
予定調達総額（単価契約）
都市ガス　124.16円/㎥
　

外部講師謝金（京都職業能力開発促進センター）

京都支部分任契約管理者
京都職業能力開発促進センター長
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9月1日
ヒューマンアカデミー
（株）

4011101055952
代表取締役　川上　輝之
東京都新宿区西新宿七丁
目５－２５

会計規程第６７条第１号（契約の性
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
　
　

外部講師謝金（京都職業能力開発促進センター）

京都支部分任契約管理者
京都職業能力開発促進センター長
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9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。

- 1,358,280 - 0
　
　

訓練用機器（防塵マスク等）一式の購入（京都職業
能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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5年2月21日 （株）泉産業 3130001009982
代表取締役　中森　悠輔
京都府京都市南区吉祥院
宮ノ西町１０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。

- 1,181,400 - 0
　
　

２０２２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
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6月30日 （株）トゥユー 7120901000039
代表取締役　赤井　大祐
大阪府茨木市横江一丁目
１４番５号

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

- 956,340 - 0
　
　

訓練用機器（温度調整用機器）の購入（関西職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長
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10月27日 国華電機（株） 9120001063785
代表取締役　吉岡　国士
大阪府大阪市北区天満１
丁目６番１４号

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

- 1,284,360 - 0
　
　

中央監視盤リモートユニット更新業務（関西職業能
力開発促進センター）

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11月7日 東テク（株）大阪支店 2010001051477

常務執行役員支店長　糸
満　睦夫
大阪府大阪市中央区平野
町４－２－３

本件業務については、機器メー
カーにより実施業者が指定されて
いることから、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 8,195,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(b/a)

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備　　　　考
（複数年契約の契約金額は

初年度の額を記載）

事務用備品（会議室用机１台外一式）の購入（関西
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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11月18日
（株）ウチダシステムズ
大阪支社

8010001130341
支社長　仲村　敏雅
大阪府大阪市中央区大手
前１－７－３１

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

- 1,599,400 - 0
　
　

訓練用機器（土質物理試験機器１台）の購入（近畿
能開大）

契約担当役支部長
姫野　誠一
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4年6月23日 （株）マルイ 5122001016487
代表取締役　圓井　健敏
大阪府大東市御領１丁目
９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。

- 1,485,000 - 0
　
　

訓練用機器（３Ｄプリンター１台）の修理（近畿能開
大）

契約担当役支部長
姫野　誠一
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4年9月26日 （株）立花エレテック 2120001049007
代表取締役　布山　尚伸
大阪府大阪市西区西本町
１丁目１３番２５号

製造元より修理業者が指定されて
いることから、会計規程第６７条第
１号（契約の性質又は目的が競争
を許さないとき）に該当するため。

- 2,457,873 - 0
　
　

防犯カメラ一式の購入及び設置業務（近畿能開大）

契約担当役支部長
姫野　誠一
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4年10月4日
日本駐車場メンテナン
ス（株）

8120001116676
代表取締役　兼光　和人
大阪府大阪市中央区谷町
２丁目５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。

- 704,000 - 0
　
　

令和４年度兵庫３施設合同後期版離職者訓練コー
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4年5月20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。

- 1,816,210 - 0
　
　

受講生募集ガイド（簡易版）１５，０００部１式（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12月19日 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　高田　嘉敬
兵庫県西宮市染殿町２－
１１

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

- 1,170,466 - 0
　
　

生産性向上支援訓練に係る広報チラシ４種類（計１
５０００枚）冊子版（５００冊）の印刷（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5年1月25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。

- 1,445,950 - 0
　
　

ハローワーク職員向けコースガイド印刷・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5年2月14日 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　髙田　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。

- 1,106,743 - 0
　
　

令和５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5年2月27日 社会福祉法人新生会 7140005015840
理事長　髙田　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。

- 1,750,968 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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
　
　

令和４・５年度日常清掃等業務（複数年契約）（奈良
障害者職業センター）

契約担当役支部長
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4年4月1日
特定非営利活動法人
ＮＳネットワーク

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

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

- 808,500 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 808,500円
予定調達総額（単価契約）
日常清掃　15,000.00円/回（税抜）
　

外部講師謝金（奈良職業能力開発促進センター）

奈良支部分任契約管理者
奈良職業能力開発促進センター所長
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9月1日 （株）メビウス 3150001017224
代表取締役　吉田　浩司
奈良県高市郡高取町上土
佐５８－１

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

- 1,064,250 - 0
　
　

外部講師謝金（奈良職業能力開発促進センター）

奈良支部分任契約管理者
奈良職業能力開発促進センター所長
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9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。

- 1,504,800 - 0
　
　

外部講師謝金（奈良職業能力開発促進センター）

奈良支部分任契約管理者
奈良職業能力開発促進センター所長
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9月1日
合同会社エイ・アンド・
エイ

9150003000718
代表　川瀬　英作
奈良県香芝市真美ケ丘六
丁目９番３２号５０１

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

- 1,052,700 - 0
　
　

ツールプリセッタ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4年12月12日 関東物産（株） 9010001013776
大阪支店長　美好　達雄
大阪府大阪市西区江戸堀
１－２６－２０

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

- 908,600 - 0
　
　

事務所の賃借（和歌山障害者職業センター）

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4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
　
　

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4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。

- 1,865,000 - 0
　
　

令和４・５年度施設清掃等業務（和歌山職業能力開
発促進センター）

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

令和4年4月1日
社会福祉法人一麦会
六星舎

2170005001314
施設長　森　貴孝
和歌山県和歌山市舟津町
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。

- 4,851,000 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 4,851,000円

　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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年度ガソリン等石油製品の購入【単価契約】
（米子訓練センター）

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4月1日 （株）松本油店 2270001003584
代表取締役　松本　哲
鳥取県米子市流通町１５８
番地２０

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

- 1,004,916 - 0
　
　

訓練紹介映像（ＤＶＤ）制作業務（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4年6月9日
ＴＳＫエンタープライズ
ＤＣ（株）

7280001002473

代表取締役社長　野津
富士男
島根県松江市学園南１丁
目２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。

- 3,751,000 - 0
　
　

令和４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4年11月10日 （株）ジョモネット山陰 9270001003322
代表取締役　井上　涼太
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。

- 1,323,850 - 0
予定調達総額（単価契約）
Ａ重油　91.30円/Ｌ
　

訓練用什器（椅子２６脚）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5年3月14日 （株）えすみ 9280001005581
代表取締役　和田　豊
島根県雲南市木次町下熊
谷１５４５番地３

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

- 1,591,920 - 0
　
　

令和４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
水野　隆志
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4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　眞塚
教夫
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
　
　

令和４年１１月～令和１４年１０月ＬＥＤ照明器具グ
リーンリース料（岡山障害者職業センター）

契約担当役支部長
水野　隆志
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4年7月19日
エヌ・ティ・ティ都市開
発（株）

1010001012372

代表取締役社長　牧　貞
夫
東京都千代田区外神田４
－１４－１秋葉原ＵＤＸ

事務所の賃借に付随する契約であ
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。

- 63,725 - 0

複数年契約 R4.11.1～R14.10.31
2年目以降契約総額 1,465,675円

　
　

令和４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
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7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。

- 1,179,002 - 0
　
　

２０２２年入試広報業務（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橋弁
慶町２２３番地光洋ビル５
階

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。

- 1,452,000 - 0
　
　

ラッピングバスによる広報業務（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5月31日
（株）トーキョー・リョー
ビ

2010401020998

代表取締役　小嶋　由美
子
岡山県岡山市中区浜２－
１－２２

広告を掲載するバス運営会社の広
告総代理店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。

- 2,580,600 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

２号棟空調整備（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6月3日 空調システムズ（株） 4260001017435
代表取締役　脇本　将行
岡山県倉敷市二日市３７６
番地５

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

- 1,599,400 - 0
　
　

ＬＥＤ化工事に伴うリース機器移設作業（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7月7日 （株）テクスパイア 4010001154030
代表取締役　小坂　茂夫
東京都千代田区麴町３－
３－８丸増麴町ビル６階

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

- 3,373,700 - 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5年1月13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。

- 1,870,000 - 0
　
　

令和４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
久保村　達也
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4年4月1日
社会福祉法人吉備の
里

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

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

- 8,466,480 - 0
　
　

会議用テーブル（２０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
久保村　達也
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4年7月7日 山陽文具（株） 6260001002708
代表取締役　犬飼　泰介
岡山県岡山市北区下中野
５７３－３

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

- 1,226,500 - 0
　
　

「令和５年度国立吉備高原職業リハビリテーションセ
ンターご案内」外の制作業務（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
久保村　達也
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4年12月28日 （株）セイキ 5260001003599

代表取締役　納所　裕美
子
岡山県岡山市北区七日市
西町７－５１－３

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

- 1,032,955 - 0
　
　

ドローンシミュレーター一式の調達（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
久保村　達也
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5年1月18日 （株）ユニットコム 2120001037218
代表取締役　端田　泰三
岡山県岡山市南区新保１
６１５－９

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。

- 1,551,220 - 0
　
　

令和４年度プレカット材の購入（広島職業能力開発
促進センター）

契約担当役支部長
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4月11日 （株）スガノ 7240001040881

代表取締役社長　三原
聖史
広島県広島市南区大洲１
丁目９－２２

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

- 1,001,000 - 0
　
　

訓練用機器（訓練用タブレット２１台）の購入（広島
職業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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15日 （株）マルミ 5240001011273
代表取締役　村岡　譲
広島県広島市安佐北区落
合２丁目２０番３号

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

- 828,828 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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年度プレカット（１０月）の購入（広島職業能力
開発促進センター）

契約担当役支部長
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29日 （株）スガノ 7240001040881

代表取締役社長　三原
聖史
広島県広島市南区大洲１
丁目９－２２

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

- 1,026,663 - 0
　
　

訓練用機器「直流安定化電源」の購入（広島職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長
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27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－
７－２２

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

- 1,029,600 - 0
　
　

訓練用機器「小型ＣＯ２レーザー加工機一式」の購
入（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4年12月6日
関東物産（株）福山営
業所

9010001013776
所長　南田　真人
広島県福山市西町二丁目
１０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。

- 1,099,395 - 0
　
　

令和４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。

- 1,265,000 - 0

予定調達総額（単価契約）
トナーカートリッジ－ＣＲＧ－５３３Ｈ
29,000.00円/個
トナーカートリッジ－ＣＲＧ－３２２ＢＬＫ
15,000.00円/個
トナーカートリッジ－ＣＲＧ－３２２ＭＡ
Ｇ　20,000.00円/個

電動フォークリフト動力用バッテリーの調達（山口職
業能力開発促進センター）

契約担当役支部長
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17日
トヨタエルアンドエフ山
口（株）

6250001002320
代表取締役　西本　威司
山口県防府市大字植松４
９２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。

- 968,000 - 0
　
　

令和５（２０２３）年度公共職業訓練に係るパンフレッ
ト制作（山口職業能力開発促進センター）

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18日 （有）マシヤマ印刷 7250002013464
代表取締役　増山　真吾
山口県萩市大字椿３７３２
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。

- 1,206,150 - 0
　
　

訓練用物品（工具管理ユニット１台外５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12月2日 （有）戸井金物店 2250002001044
代表取締役　戸井　弘明
山口県山口市大内御堀１
丁目７番３２号

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

- 1,007,721 - 0
　
　

訓練用物品（接地抵抗計６台外９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12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。

- 1,005,680 - 0
　
　

令和４年～５年度オンライン訓練用端末（ＳＩＭカー
ド）通信料（高知職業能力開発促進センター）

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4月1日
丸紅ネットワークソ
リューションズ（株）

9030001023039
代表取締役　小林　徹
東京都港区芝浦２丁目１１
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。

- 313,438 - 0

複数年契約 R4.4.1～R6.3.31
2年目以降契約総額 313,632円

　
　



(様式４)

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

　数

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）（様式４）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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（住宅科・桧・柱５６本外２１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
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7月26日 窪内木材（株） 4490001006209
代表取締役　窪内　健一
高知県南国市大埇乙１７０
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。

- 1,567,210 - 0
　
　

外部講師謝金（高知職業能力開発促進センター）

高知支部分任契約管理者
高知職業能力開発促進センター所長
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5月20日 個人
特定個人を識別でき
る情報のため表示し

ない

　
特定個人を識別できる情
報のため表示しない

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

- 1,663,200 - 0
　
　

外部講師謝金（高知職業能力開発促進センター）

高知支部分任契約管理者
高知職業能力開発促進センター所長
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15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
　
　

生産機械技術科訓練用教材（真鍮板５枚外６５件）
の購入（高知短大）

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10月21日 日進商事（株） 3490001001755
代表取締役　門田　彰人
高知県高知市上町５丁目
６番１５号

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

- 1,162,172 - 0
　
　

学校案内等作成業務（高知短大）

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11月16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。

- 1,777,600 - 0
　
　

２０２３年度能力開発セミナーガイドブック（四国版・
高知県版）作成業務（高知短大）

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12月27日 川北印刷（株） 9490001006162
代表取締役　川北　恭弘
高知県南国市大埇甲１７２
５－１０

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

- 1,062,600 - 0
　
　

ＪＲ高知駅コンコース上部電照看板広告掲出業務
（高知短大）

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5年1月13日 （株）近宣四国営業所 8120001063233
所長　原野　義則
香川県高松市紺屋町５－
５紺屋町ファイブ

ＪＲの指定代理店であり、他社との
競合性がないことから、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。

- 1,207,800 - 0
　
　

令和４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4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　柏木　康彦
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。

- 1,960,200 - 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４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4年4月1日 福岡県信用組合 4290005002505
理事長　吉丸　秀利
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
　
　



(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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4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１３番２７号グラ
ンドハイツ博多６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
　
　

令和４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4年4月1日 （株）筑豊商会 9290001045866
代表取締役　久保　正二
福岡県飯塚市勢田２５６６
番地２

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

- 1,191,850 - 0
予定調達総額（単価契約）
被覆アーク溶接棒　9,100.00円/箱
ＴＩＧ溶接棒　8,300.00円/箱
アセチレン　14,000.00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4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。

- 1,660,560 - 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4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。

- 1,106,160 - 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（９～１０月）（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5月16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。

- 1,169,080 - 0
　
　

カラー複合機１台の購入及び保守業務（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4年6月27日 （株）ミナミ商事 1290001016916
代表取締役　南　顕行
福岡県福岡市博多区美野
島２－６－５

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

- 454,080 - 0

複数年契約 R4.6.27～R9.3.31
2年目以降契約総額 464,640円
予定調達総額（単価契約）
モノクロ　0.80円/枚（税別）
カラー　8.80円/枚（税別）

訓練用備品（塩ビパイプ外５６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4年7月5日 （株）富田工機 6290801010361
代表取締役　富田　稔
福岡県北九州市八幡西区
萩原１丁目３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。

- 1,189,784 - 0
　
　

令和４年度下半期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4年8月1日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

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

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

- 1,033,879 - 0
　
　

「生産性向上支援訓練オープンコース（令和４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4年8月1日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

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

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

- 1,125,102 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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4年9月27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。

- 1,702,800 - 0
　
　

令和５年度離職者訓練パンフレットの電子データ制
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4年10月14日 （株）アド・パスカル 2290001006115
代表取締役　米島　国博
福岡県福岡市中央区赤坂
１－１６－１０

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。

- 1,430,000 - 0
　
　

令和５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4年11月18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。

- 1,882,375 - 0
　
　

令和５年度離職者訓練パンフレットの印刷及び発送
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4年12月7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。

- 1,203,400 - 0
　
　

令和４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4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
　
　

受講生募集広報に係る広報物作製及び印刷製本
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4年9月15日 （有）川崎印刷 1290802024596
取締役　村上　真弓
福岡県田川郡川崎町大字
川崎１８２２－１

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。

- 1,061,280 - 0
　
　

訓練用機器（ツールプリセッタ一式）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9月21日 （株）富田工機 6290801010361
代表取締役　富田　稔
福岡県北九州市八幡西区
萩原１丁目３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。

- 1,092,300 - 0
　
　

令和５年度学生募集要項（４種類）の印刷製本業務
（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4年4月4日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

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

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

- 1,268,850 - 0
　
　

「キャンパスガイド２０２４」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4年11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。

- 1,089,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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（檜１０５×１０５×３ｍ１６本外２０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
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4月1日 （株）喜多木材 3310001009007
代表取締役　喜多　勝好
長崎県諫早市貝津町１１７
０－１

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。

- 971,372 - 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4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
　
　

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4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。

- 1,219,680 - 0
　
　

訓練用教材（杉特一角材４ｍ×１０５×１０５プレ
ナー仕上げ３２本外１６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7月29日 （株）田中材木店 2330001002927

代表取締役社長　田中
信敬
熊本県熊本市琴平２－４
－１０

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

- 1,000,648 - 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8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。

- 1,081,080 - 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8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。

- 1,081,080 - 0
　
　

令和５年度公共職業訓練コースガイドの印刷及びパ
ネルの作成業務（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10月17日 （株）河田印刷 6330001000852

代表取締役社長　河田
猛宏
熊本県熊本市南区近見８
－５－１０５

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。

- 1,511,400 - 0
　
　

訓練用機器（シーケンサ）１６台の購入（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10月28日 アイティープロ（株） 4330001013971
代表取締役　斉藤　淳一
熊本県八代市千反町２－
１１－３

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

- 763,840 - 0
　
　

訓練用教材等（杉得一角材３０本外１８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5年2月8日 （株）田中材木店 2330001002927
代表取締役　田中　信敬
熊本県熊本市琴平２－４
－１０

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

- 1,058,838 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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年度事務所・駐車場の賃借（大分障害者セン
ター）

契約担当役支部長
竹内　一茂
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4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
　
　

令和４年度訓練用教材（大引材外）の購入（大分職
業能力開発促進センター）

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4月1日 大成木材（株） 8320001001619

代表取締役社長　横山
武史
大分県大分市弁天１－１
－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。

- 1,155,550 - 0
予定調達総額（単価契約）
大引材　4,000.00円/本
筋交い　950.00円/本
間柱　850.00円/本　ほか

施設内訓練受講生募集に係るＪＲ大分駅構内デジ
タルサイネージ型広告の掲出（大分職業能力開発
促進センター）

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10月13日
ＪＲ九州エージェン
シー（株）大分支店

7290001013569

支店長　渡辺　豊彦
大分県大分市大道町１－
５－６大分高架グループ会
社事務所棟

施設内訓練受講生募集に係るＪＲ
大分駅構内デジタルサイネージ型
広告の掲出は、ＪＲ九州エージェン
シー株式会社がＪＲ九州と代理店
契約を締結しており、同社以外に
は履行できないことから、会計規程
第６７条第１号（契約の性質又は目
的が競争を許さないとき）に該当す
るため。

- 2,128,500 - 0
　
　

令和５年度離職者訓練受講生募集チラシ等印刷業
務（大分職業能力開発促進センター）

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12月27日 （株）明文堂印刷 5320001002685
代表取締役　高山　裕二
大分県大分市長浜町１－
２－２

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

- 1,535,160 - 0
　
　

プロジェクター１台外２件の購入（大分職業能力開発
促進センター）

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1月17日 （株）古城 1320001017729

代表取締役社長　古城
一
大分県大分市金池町５－
２－２

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

- 1,265,000 - 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
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 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。

- 1,445,400 - 0
　
　

令和４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
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
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。

- 2,672,177 - 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４年度夕刊デイリー新聞広告掲載業務（延岡訓
練センター）

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1日
（株）夕刊デイリー新
聞社

8350001007076

代表取締役社長　松永
和樹
宮崎県延岡市台貫町２丁
目１３０２番地

当該業者と直接契約する方が代理
店を介すよりも安価であることか
ら、会計規程第６７条第５号（随意
契約によるときは、時価に比べて
著しく有利な価格で契約できる見
込みがあるとき）に該当するため。

- 1,168,750 - 0
　
　

広報用動画作成業務（沖縄職業能力開発促進セン
ター）

契約担当役支部長
飯田　洋丈
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4年9月6日 丸正印刷（株） 3360001005109

代表取締役社長　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。

- 1,900,000 - 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）

工事等の名称、場所、期間及び種別
契約担当役の氏名並びに

施設名及び所在地
契約を締結した日

契約相手方の
商号又は名称

法人番号
契約相手方の代表者

職氏名及び住所

随意契約によることとした会計
規程等の根拠規定及び理由

（企画競争又は公募）

予定価格(円)
(a)

契約金額(円)
(b)

落札率(%)
(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）

「公用窓口封筒」を用いた広報の実施（沖縄職業能
力開発促進センター）

契約担当役支部長
飯田　洋丈
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5年1月11日 （株）郵宣協会 6290801003828

代表取締役　村上　左一
郎
福岡県北九州市小倉北区
堺町二丁目１番１号

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。

- 81,400 - 0

複数年契約 R5.1.11～R6.3.31
2年目以降契約総額 1,233,100円

　
　


