
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　草　野　満　夫

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　草 野 満 夫 

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）

　玄関下足コーナー改修工事 北一建築㈱

　釧路市中園町１３番３８号 平成２５年１２月１８日 釧路市大町1丁目 － 0

  平成２５年１２月２５日～平成２６年１月１７日 1番１3号

　真空暖房ポンプ更新工事 ㈱東洋実業

　釧路市中園町１３番３８号 平成２６年２月３日 釧路市大町１丁目 － 0

  平成２６年２月４日～平成２６年２月１４日 １番１号

　北面外壁改修工事 北一建築㈱

　釧路市中園町１３番３８号 平成２６年２月１２日 釧路市大町1丁目 － 0

  平成２６年２月１２日～平成２６年３月１０日 1番１3号

予定価格が250万円を超え
ない工事であるため超えな
い工事であるため会計会則
第52条9号に該当

又は名称及び住所  含む。単位：円）  む。単位：円）

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

－ 1,176,000

－ 1,194,900

－ 1,816,500

劣化・消耗が著しく、ポンプ
の停止が懸念され、断水と
なる恐れがあるため。会計
会則第52条１号に該当

壁に８箇所の亀裂が生じ、
雨漏りの懸念、歩行者へ落
下する恐れがあるため。会
計会則第52条１号に該当



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　草　野　満　夫

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　草　野　満　夫

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２５年度・該当なし

競争入札に係る情報の公表（工事）

千葉県市原市辰巳台東2丁目13番地2

校長　張ヶ谷　健一



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

清掃業務委託契約 25.4.1
(株)アミックス
宮城県仙台市太白区柳生字
沢目２０－２４

一般競争入札 － 1,137,675 －

学生宿舎管理業務委託契約 25.4.1
(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 － 2,746,800 －

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２５年度・該当なし

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

校長　張ヶ谷　健一



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

フィジカルアセスメントトレーニングモ
デル

平成25年12月25日

㈱ムトウ
千葉支店
千葉市中央区千葉
寺町972-5

一般競争入札 - 2,160,900円 -

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

校長　張ヶ谷　健一



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２５年度・該当なし

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

校長　張ヶ谷　健一



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25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25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

　防犯用監視カメラ設置他工事 平成26年2月18日
川崎興行㈱
大阪市中央区大手前
1-3-59

予定価格が250万円を下回るこ
とから会計細則第52条第9号に
該当するため

－ 2,194,500 － － 少額隋契

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25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

　事務室等パソコン 平成26年1月31日
株式会社ニチワ
神戸市中央区磯辺通
2-1-13

予定価格が160万円を下回るこ
とから会計細則第52条第10項に
該当するため

－ 1,354,500 － －

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）

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25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

 教育用コンピューターシステム 平成26年1月31日
株式会社ニチワ
神戸市中央区磯辺通
2-1-13

一般競争入札 － 11,235,000 －

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 　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25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

　該当なし

競争入札に係る情報の公表（工事）



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 一般競争入札・指名競争 予定価格(消費税含む。 契約金額(消費税を含む。

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

  施)

「該当なし」

競争入札に係る情報の公表（工事）

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



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 予定価格(消費

契約の相手方の商号 根拠となる会計細則の条項 税を含む。単 契約金額(消費税を含 再就職の役

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

の実施)

「該当なし」

随意契約に係る情報の公表（工事）

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



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 一般競争入札・指名競争 予定価格(消費税含む。 契約金額(消費税を含む。

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

  施)

「該当なし」

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



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)

1,081,500 －

平成25年12月25日

生体情報モニター 平成25年9月30日

1,599,150

ｱｲﾃｨｰｱｲ㈱八代支店
ｱｲﾃｨｰｱｲ㈱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。

－

㈱エム･ビー･エム 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。

1,578,150
熊本県熊本市錦ヶ丘
16-7

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

図書管理システム一式
東京都世田谷区経堂
1-8-13-303

㈱イケダ科学 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。

－ －

－ － －

ｱｲﾃｨｰｱｲ㈱熊本県八
代市田中北町12番3
号

－ 1,569,750 － －
ｱｲﾃｨｰｱｲ㈱八代支店 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。

洗髪車５台 平成25年12月25日

殿部筋肉内注射ｼﾐｭﾚｰﾀｰ10台 平成25年12月25日 －
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