
随意契約の結果
【平成31年2月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構本社

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

ＵＲ賃貸住宅入居促進（セール

ス）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（２月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 149,971,028円 143,450,548円 95.7％

　本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知

の向上を図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力

が求められるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていた

ため、随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（ブラン

ド）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（２月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 8,411,010円 8,099,308円 96.3％

　本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知

の向上を図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力

が求められるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていた

ため、随意契約を行ったものである。

-

平成３０年度１２－３月期ＣＰ

に係るＴＶＣＭ出稿業務（九州

スポット２－３月分）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月12日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 11,327,040円 10,800,000円 95.3％

　本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知

の向上を図ることを目的とするものである。

　上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力

が求められるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていた

ため、随意契約を行ったものである。

-

広報企画業務としての朝日新聞

ＤＩＡＬＯＧ企画

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月8日

（株）アイアンドエス・

ビービーディオー

東京都中央区晴海１‐８‐

１０

7010001035178 16,200,000円 16,200,000円 100.0％

 本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の

向上を図ることを目的とするものである。

企画提案競技の結果、当機構の企画意図と合致し、最も有

効な提案と認められた業者であるため、「平成29年度広報

企画等業務実施に関する覚書」第２条の規定に基づき、随

意契約を行ったものである。

-

社外報（５６号）配布戦略とし

ての雑誌等同梱業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月25日
（株）新潮社

東京都新宿区矢来町７１
1011101009060 3,240,000円 3,240,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ都市機構のブランド価値及び社会的認知の

向上を図ることを目的とするものである。

上記目的を達成するためには、豊富な実績と企画制作力が

求められるため、企画提案競技により選定を行った。

その結果、当該法人の提案内容が総合的に最も優れていた

ため、随意契約を行ったものである。

-

土木・造園工事積算システム運

用・保守業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月28日

富士通エフ・アイ・ピー

（株）

東京都港区芝浦１―２―１

6010601024969 178,830,720円 175,805,199円 98.3％

本業務は、機構の土木・造園工事積算システムを保守・運

用・更新等する業務である。

　当該システムは富士通社のシステムのライセンスの使用

許諾権を得て、当該法人によって改良・運用されてきたこ

とから、当該システムを改良・運用をできる知識を有する

唯一の法人であるため、当該法人と随意契約を行ったもの

である。

-

２０１９年度中途採用職員募集

に係る総合支援業務

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月7日

（株）ＯＮＥ

東京都新宿区新宿４－３－

２５

5013301021270 12,474,000円 11,988,000円 96.1％

本業務は、中途採用職員の採用活動において、採用活動を

支援できる求人広告代理店業者を活用することにより、母

集団形成の向上及び採用事務を円滑に遂行することを目的

としている。実施に当たっては、当該業務に精通している

ことが必要なことから、契約相手方の選定は良好な成果が

期待できる者を対象として企画提案競技方式に準じる手続

きによることとした。当該法人からの提出資料を審査した

結果、当機構の企画意図と合致し、有効なものと認められ

たため、随意契約を行ったものである。

-

契約相手方の氏名

及び住所

工事、業務又は物品購入等契約

の

名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその

所属する支社等の所在地
契約を締結した日 契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由

再就職

役員数

公益法人の場合



随意契約の結果
【平成31年2月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構本社

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

契約相手方の氏名

及び住所

工事、業務又は物品購入等契約

の

名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその

所属する支社等の所在地
契約を締結した日 契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由

再就職

役員数

公益法人の場合

平成３０年度障がい者専門人材

紹介業務（Ｈ３１．２．１６採

用）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月16日
パーソルチャレンジ（株）

東京都港区芝５－３３－１
6010401041867 1,293,773円 1,293,773円 100.0％

　本業務は、平成30年度の障がい者採用活動において、採

用活動を支援できる有料職業紹介事業者を活用することに

より、採用事務を円滑に遂行することを目的としている。

実施に当たっては、当該業務に精通していることが必要な

ことから、契約相手方の選定は良好な成果が期待できる者

を対象として企画提案競技方式に準じる手続きによること

とした。当該法人からの提出資料を審査した結果、当機構

の企画意図と合致し、有効なものと認められたため、随意

契約を行ったものである。

-

平成３０年度中途採用職員募集

に係る人材紹介業務⑭（Ｈ３１

年２月１日入社）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月1日

（株）リクルートキャリア

東京都千代田区丸の内１－

９－２

1010001032040 2,172,887円 2,172,887円 100.0％

本業務は、中途採用活動において、採用活動を支援できる

有料職業紹介事業者を活用することにより、採用事務を円

滑に遂行することを目的としている。実施に当たっては、

当該業務に精通していることが必要なことから、契約相手

方の選定は良好な成果が期待できる者を対象として企画提

案競技方式に準じる手続きによることとした。当該法人か

らの提出資料を審査した結果、当機構の企画意図と合致

し、有効なものと認められたため、随意契約を行ったもの

である。

-

平成３０年度中途採用職員募集

に係る人材紹介業務⑬（Ｈ３１

年２月１日入社）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月1日

（株）リクルートキャリア

東京都千代田区丸の内１－

９－２

1010001032040 1,639,937円 1,639,937円 100.0％

本業務は、中途採用活動において、採用活動を支援できる

有料職業紹介事業者を活用することにより、採用事務を円

滑に遂行することを目的としている。実施に当たっては、

当該業務に精通していることが必要なことから、契約相手

方の選定は良好な成果が期待できる者を対象として企画提

案競技方式に準じる手続きによることとした。当該法人か

らの提出資料を審査した結果、当機構の企画意図と合致

し、有効なものと認められたため、随意契約を行ったもの

である。

-

平成３０年度中途採用職員募集

に係る人材紹介業務⑫（Ｈ３１

年２月１日入社）

分任契約担当役

本社

総務部長

佐藤　剛

神奈川県横浜市中区本町６－５

０－１

平成31年2月1日

（株）リクルートキャリア

東京都千代田区丸の内１－

９－２

1010001032040 1,430,158円 1,430,158円 100.0％

本業務は、中途採用活動において、採用活動を支援できる

有料職業紹介事業者を活用することにより、採用事務を円

滑に遂行することを目的としている。実施に当たっては、

当該業務に精通していることが必要なことから、契約相手

方の選定は良好な成果が期待できる者を対象として企画提

案競技方式に準じる手続きによることとした。当該法人か

らの提出資料を審査した結果、当機構の企画意図と合致

し、有効なものと認められたため、随意契約を行ったもの

である。

-

※１　単価契約の場合は、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

※２　公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

※３　必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

【対象となるもの】

・予定価格が250万円を超える工事又は製作

・予定価格が160万円を超える財産の買入れ

・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超える物件の借入

・予定価格が100万円を超える役務

ただし、機構の行為を秘密にする必要があるものを除く。


