
様式第２１号　（第２７条の２関係）

施設名 釧路労災看護専門学校
施設の所在地 釧路市中園町１３番３８号
契約担当役氏名 学校長　野 々 村  克 也

一般競争入札・指名競争

施）

該当なし

競争入札に係る情報の公表（工事）

契約の相手方の商号又は 予定価格（消費税を含む。 契約金額（消費税を含む。
工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日 入札の別（総合評価の実 落 札 率 備　  考

名称及び住所 単位：円） 単位：円）



様式第２２　（第２７条の２関係）

施設名 釧路労災看護専門学校
施設の所在地 釧路市中園町１３番３８号
契約担当役氏名 学校長　野 々 村  克 也 

随 意 契 約 に よ る こ と

と し た 根 拠 と な る 会 　再就職の役

計 細 則 の 条 項 及 び 理

由 （ 企 画 競 争 又 は 公 募 　員の数

の実施）

該当なし

随意契約に係る情報の公表（工事）

契約の相手方の商号  予定価格（消費税を  契約金額（消費税を含

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日 落 札 率 備　  考

又は名称及び住所  含む。単位：円）  む。単位：円）



様式第２３号　（第２７条の２関係）

施設名 釧路労災看護専門学校
施設の所在地 釧路市中園町１３番３８号
契約担当役氏名 学校長　野 々 村  克 也

一般競争入札・指名競争

施）

該当なし

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

契約の相手方の商号又は 予定価格（消費税を含む。 契約金額（消費税を含む。
物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 入札の別（総合評価の実 落 札 率 備　  考

名称及び住所 単位：円） 単位：円）



様式第２４　（第２７条の２関係）

施設名 釧路労災看護専門学校
施設の所在地 釧路市中園町１３番３８号
契約担当役氏名 学校長　野 々 村  克 也

随意契約に よる こと

と し た根 拠 と な る 会 　再就職の役

計細則の条項及び理

由（企画競争又は公 　員の数

の実施）

該当なし

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

契約の相手方の商号  予定価格（消費税を含  契約金額（消費税を含

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 落 札 率 備　  考

又は名称及び住所  む。単位：円）  む。単位：円）



様式第21号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災看護専門学校
施設の所在地
契約担当役氏名

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

平成２６年度・該当なし

千葉県市原市辰巳台東2丁目13番地2

校長　張ヶ谷　健一

競争入札に係る情報の公表（工事）



様式第24号（第27条の２関係）

施設名　　　　　東北労災看護専門学校
施設の所在地　　仙台市青葉区台原4丁目3-21
契約担当役氏名　校長　佐藤　克巳

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根拠
となる会計細則の条項及び理由
（企画競争又は公募の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

該当なし

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第23号 （第27条の２関係）

競争入札に係る情報の公表 （物品、役務等）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（消費
税含む。単位：
円）

契約金額（消費
税含む。単位：
円）

落札率 備　考

学生宿舎管理業務委託契約 26.4.1
(株)東武
福島県相馬市原町区下北高
平字堂下２４２番地の３

一般競争入札 － 2,592,000 －

施　設　名　　　　　  東北労災看護専門学校

施設の所在地　　　 宮城県仙台市青葉区台原4丁目6-10

契約担当役氏名　　佐藤　克巳



様式第23号 （第27条の２関係）

競争入札に係る情報の公表 （物品、役務等）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（消費
税含む。単位：
円）

契約金額（消費
税含む。単位：
円）

落札率 備　考

体成分分析計 26.6.30
㈱シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町二
丁目11-3

一般競争入札 － 2,214,000 －

施　設　名　　　　　  東北労災看護専門学校

施設の所在地　　　 宮城県仙台市青葉区台原4丁目6-10

契約担当役氏名　　佐藤　克巳



様式第22号（第27条の２関係）

施設名　　　　　東北労災看護専門学校
施設の所在地　　仙台市青葉区台原4丁目3-21
契約担当役氏名　校長　佐藤　克巳

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根
拠となる会計細則の条項及び
理由（企画競争又は公募の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

該当なし

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第21号 （第27条の２関係）

競争入札に係る情報の公表 （工事）

工事の名称、場所、期間及び種
別

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率 備　考

東北労災看護専門学校
学生寮浴室改修その他工事

26.6.30
(株)淺沼組　東北支店
宮城県仙台市青葉区上杉一
丁目15番17号

一般競争入札 － 23,760,000 －

東北労災看護専門学校
学生寮空調機取付けその他工
事

26.6.30
(株)淺沼組　東北支店
宮城県仙台市青葉区上杉一
丁目15番17号

一般競争入札 － 20,520,000 －

施　設　名　　　　　  東北労災看護専門学校

施設の所在地　　　 宮城県仙台市青葉区台原4丁目6-10

契約担当役氏名　　佐藤　克巳



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災看護専門学校
施設の所在地
契約担当役氏名

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根
拠となる会計細則の条項及び
理由（企画競争又は公募の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

平成２６年度・該当なし

校長　張ヶ谷　健一

随意契約に係る情報の公表（工事）

千葉県市原市辰巳台東2丁目13番地2



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災看護専門学校
施設の所在地
契約担当役氏名

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

平成２６年度・該当なし

校長　張ヶ谷　健一

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

千葉県市原市辰巳台東2丁目13番地2



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災看護専門学校
施設の所在地
契約担当役氏名

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根拠
となる会計細則の条項及び理由
（企画競争又は公募の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

平成２６年度・該当なし

校長　張ヶ谷　健一

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

千葉県市原市辰巳台東2丁目13番地2



様式第２１号（第２７条の２関係）

競争入札に係る情報の公表（工事）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１

平成２５年度 契約担当役氏名　 　　郡  　　建　　男

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日

様式第２１号（第２７条の２関係）

競争入札に係る情報の公表（工事）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１

平成２６年度 契約担当役氏名　 　　郡  　　建　　男

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
一般競争入札・指名競争
入札の別（総合評価の実
施）

校舎空冷ヒートポンプチ
ラー更新工事
横浜市港北区小机町3211
平成25年7月25日～平成
25年11月29日

相鉄企業(株)　神奈川県
横浜市西区北幸二丁目９
番１４号

視聴覚室ＡＶ設備改修工
事
横浜市港北区小机町3211
平成26年8月11日～平成
26年9月30日

(株)毎日映像音響システ
ム 　東京都千代田区内幸
町一丁目３番３号

平成25年7月25日

備　考落札率

備　考

平成26年8月11日 一般競争入札 － 2,505,600 －

契約金額
（消費税を
含む。単位：
円）

36,540,000

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

予定価格
（消費税を
含む。単位：
円）

予定価格
（消費税を
含む。単位：
円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：
円）

落札率

一般競争入札・指名競争
入札の別（総合評価の実
施）

－一般競争入札 －

契約の相手方の商号又は
名称及び住所



様式第２２号（第２７条の２関係）

随意契約に係る情報の公表（工事）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１１

平成２５年度 契約担当役氏名　 　　郡  　　建　　男

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日

様式第２２号（第２７条の２関係）

随意契約に係る情報の公表（工事）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１１

平成２６年度 契約担当役氏名　 　　郡  　　建　　男

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとし
た根拠となる会計細則の
条項及び理由（企画競争
又は公募の実施）

備　考落札率

備　考

該当なし

再就職
の役員
の数

契約金額
（税込、円）

予定価格
（税込、円）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によることとし
た根拠となる会計細則の
条項及び理由（企画競争
又は公募の実施）

該当なし

契約の相手方の商号又は
名称及び住所



様式第２３号（第２７条の２関係）
競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名　　　　　　　   横浜労災看護専門学校
施設の所在地        横浜市港北区小机町３２１１

平成２５年度 契約担当役氏名     郡 　 建　男

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日

株式会社　教育ソフトウェア
東京都八王子市横山町
１０－２　八王子ＳＩＡビル

様式第２３号（第２７条の２関係）
競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名　　　　　　　   横浜労災看護専門学校
施設の所在地        横浜市港北区小机町３２１１

平成２６年度 契約担当役氏名     郡 　 建　男

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日

株式会社　トミヤ
神奈川県横浜市中区野毛町
４－１７３－２－１２０３

3,564,000 －図書室の木製書架他　一
式

平成26年7月4日 一般競争入札 －

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価
の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額（税
込、円）

落札率 備　考

光学式マーク読み取り装
置、採点・集計ソフトウェ
アー一式

平成26年1月15日 一般競争入札 － 2,382,030 －

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価
の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額（税
込、円）

落札率 備　考



様式第２４号（第２７条の２関係）

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１１

平成２５年度 契約担当役氏名　 　　郡　　建　男

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
再就職
の役員
の数

契約金額
（税込、円）

予定価格
（税込、円）

随意契約によることとし
た根拠となる会計細則の
条項及び理由（企画競争
又は公募の実施）

備　考落札率

該当なし

契約の相手方の商号又は
名称及び住所



様式第２４号（第２７条の２関係）

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

施  設  名　　　　 　　　横浜労災看護専門学校

施設の所在地　　　　　横浜市港北区小机町３２１１

平成２６年度 契約担当役氏名　 　　郡　　建　男

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとし
た根拠となる会計細則の
条項及び理由（企画競争
又は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職
の役員
の数

備　考

該当なし

























様式第24号（第27条の２関係）

施設名　　　  　　　　　岡山労災看護専門学校
施設の所在地　　  　 岡山市南区築港緑町１－１０－２５

平成26年度 契約担当役氏名  　   森島　恒雄

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根
拠となる会計細則の条項及び
理由（企画競争又は公募の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備　　考

該当なし

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 　関西労災看護専門学校
施設の所在地 　尼崎市稲葉荘3-1-69
契約担当役氏名　　　髙塚　雄一

【平成26年度】

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根拠
となる会計細則の条項及び理由
（企画競争又は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備　　考

 該当なし

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 　関西労災看護専門学校
施設の所在地 　尼崎市稲葉荘3-1-69
契約担当役氏名　　　髙塚　雄一

【平成26年度】

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根拠
となる会計細則の条項及び理由
（企画競争又は公募の実施）

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

 該当なし

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第21号（第27条の２関係）

施設名 　関西労災看護専門学校
施設の所在地 　尼崎市稲葉荘3-1-69
契約担当役氏名 髙塚　雄一

【平成26年度】

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備　　考

　照明設備更新その他工事 平成26年6月27日
ダイダンサービス㈱
大阪市浪速区難波中
2-10-70

一般競争入札 － 7,452,000 －

競争入札に係る情報の公表（工事）



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 　関西労災看護専門学校
施設の所在地 　尼崎市稲葉荘3-1-69
契約担当役氏名 髙塚　雄一

【平成26年度】

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備　　考

 該当なし

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第21号（第27条の２関係）

施設名 熊本労災看護専門学校

施設の所在地 熊本県八代市竹原町1517-2

契約担当訳氏名 吉　田　顯　正

契約の相手方の商号又 一般競争入札･指名競争 予定価格(消費税含 契約金額(消費税を含

は名称及び住所 入札の別(総合評価の実   む。単位：円)  む。単位：円)

　施)

競争契約に係る情報の公表（工事）

工事等の名称及び数量 契約を締結した日 落札率 備　考

「該当なし」



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 熊本労災看護専門学校

施設の所在地 熊本県八代市竹原町1517-2

契約担当訳氏名 吉　田　顯　正

随意契約によることとした

契約の相手方の商号又 根拠となる会計細則の条項 予定価格(消費税含 契約金額(消費税を含 再就職の役

は名称及び住所 及び理由(企画競争又は公募   む。単位：円)  む。単位：円)  員の数

の実施)

随意契約に係る情報の公表（工事）

工事等の名称及び数量 契約を締結した日 落札率 備　考

「該当なし」



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 熊本労災看護専門学校

施設の所在地 熊本県八代市竹原町1517-2

契約担当訳氏名 吉　田　顯　正

契約の相手方の商号又 一般競争入札･指名競争 予定価格(消費税含 契約金額(消費税を含

は名称及び住所 入札の別(総合評価の実   む。単位：円)  む。単位：円)

　施)

2,084,400 －
長崎県長崎市興善町
6番7号

競争入札に係る情報の公表（物品、役務）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 落札率 備　考

アイティーアイ㈱
一般競争入札体成分分析装置 平成26年11月21日 －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 熊本労災看護専門学校

施設の所在地 熊本県八代市竹原町1517-2

契約担当訳氏名 吉　田　顯　正

随意契約によることとした

契約の相手方の商号又 根拠となる会計細則の条項 予定価格(消費税含 契約金額(消費税を含 再就職の役

は名称及び住所 及び理由(企画競争又は公募   む。単位：円)  む。単位：円)  員の数

の実施)

全自動身長体重計 平成26年11月28日 － 1,081,500 －

随意契約に係る情報の公表（物品、役務）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 落札率 備　考

ｱｲﾃｨｰｱｲ㈱八代支店

熊本県八代市田中北
町12番3号

－
会計細則第52条第10項「予定
価格が160万円を超えない財産
を買い入れるとき。
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