
随意契約の結果
【平成31年3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

自動車駐車契約（八重洲）

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3月18日

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポー

ト（株）

東京都中央区新川２－２７

－２

5010001049097 2,550,600円 2,550,600円 100.0％

　本契約は、八重洲本社事務所の公用車駐車場として

の契約である。当該事務所を賃借している建物の地下

にあり、役職員等の国会待機及び対応に最も利便性が

良いことから、随意契約を行ったものである。

-

月極定期駐車契約（横浜）

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3月18日

（株）アサヒファシリティ

ズ

東京都江東区南砂２－５－

１４

6010601023987 1,569,600円 1,569,600円 100.0％

　本契約は、本社の公用車駐車場としての契約であ

る。当該事務所建物の地下にあり、役職員等の外出に

最も利便性が良いことから、随意契約を行ったもので

ある。

-

本社専用部における附属設備保

守管理業務

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3月31日

（株）アサヒファシリティ

ズ

東京都江東区南砂２－５－

１４

6010601023987 1,566,341円 1,566,341円 100.0％

本業務は、ビル共用部の設備と密接に関わる保守管理

業務である。当該業者は、当事務所が入居しているビ

ルの管理組合指定業者であることから、当該業者と随

意契約を行う。

-

平成３１・３２・３３年度独立

行政法人都市再生機構における

競り下げ入札実施等業務

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3月7日

ディーコープ（株）

東京都中央区銀座６－１８

－２

3010401051241 95,000,000円 94,893,589円 99.9％
発注要領書の添付資料等（なければ過年度の契約リス

ト）の内容を記載願います
-

ライフルホームズ　ＡＤ　Ｐｒ

ｅｍｉｕｍ広告（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3月1日

（株）ＬＩＦＵＬＬ

東京都千代田区麹町１－４

－４

1010401091628 2,160,000円 2,160,000円 100.0％

当該業務は、ＵＲ賃貸住宅への入居促進を目的に、住

宅情報サイト「LIFULL HOME’S」に広告を掲載し、当

機構ホームページへ入居検討者を誘導する業務であ

る。

　当該業者は同サイトの運営及び管理を行っており、

住宅情報サイトとしての媒体力がある同サイトへの広

告掲載は、住宅情報サイトを活用して物件を探す入居

検討者層に対して、宣伝効果及び訴求効果を得られる

ものと判断したことから、会計規程第51条第３項第１

号の規定に基づき、随意契約を行ったものである。

-

入居促進に係るＷＥＢ用漫画制

作等業務（くらしのカレッジ）

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3月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 3,353,400円 3,207,600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。

-

平成３０年度１２－３月期ＣＰ

に係るＴＶＣＭ出稿業務（単発

タイム３月提供分）

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3月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 42,609,294円 38,279,520円 89.8％

　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。

-

入居促進に係るＷＥＢ用動画制

作等業務（くらしのカレッジ）

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3月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 5,693,328円 5,233,140円 91.9％

　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。

-

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3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

ＵＲ賃貸住宅入居促進（セール

ス）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（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3月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 103,261,358円 99,027,925円 95.9％

　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

（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3月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 11,233,331円 10,798,920円 96.1％

　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ＳＮＳ運用マニュ

アル作成等業務

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3月7日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 3,008,124円 2,877,336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。

-

２０１９年度ＵＲ賃貸住宅入居

促進に係るブランドＴＶＣＦ①

制作等業務（撮影）

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3月8日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 39,479,454円 33,963,840円 86.0％

　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。

-

２０１９年度６－９月期ＣＰに

係るツールデザイン制作（撮

影）等業務

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3月8日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 6,051,098円 5,880,600円 97.2％

　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賃貸住宅ブランド看板（横

浜駅）掲出業務①

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3月14日

（株）大晃

東京都品川区上大崎２－９

－２８

3010701005509 1,593,885円 1,593,885円 100.0％

本業務は、ＵＲ賃貸住宅の認知及びブランドイメージ

の向上並びに空家の解消を図る手法として、ＪＲ横浜

駅構内に看板を掲出するものである。

　同駅は利用客も多いことから、極めて高い訴求効果

が高いと判断した。

　契約目的物である看板設置枠は、当該業者のみが保

有しているため、会計規程第51条第３項第１項に基づ

き、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（ス

ポット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3月14日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 44,128,260円 42,134,241円 95.5％

　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賃貸住宅入居促進に係る営

業店舗用サイネージ映像更新業

務（４月）

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3月14日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 1,948,851円 1,875,798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。

-



随意契約の結果
【平成31年3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

ＵＲ賃貸住宅入居促進に係るラ

ジオＣＭ制作等業務

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3月20日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 6,649,171円 6,389,064円 96.1％

　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３１年度ＵＲ賃貸住宅にお

けるポイントサービスを活用し

たデータ分析等業務（上期）

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3月19日

（株）ロイヤリティマーケ

ティング

東京都渋谷区恵比寿１－１

８－１４

1011001058851 137,197,897円 116,748,000円 85.1％

　本業務は、ＵＲ賃貸住宅居住者の支払家賃に対して

共通ポイントを付与することによって、居住者還元と

サービスの向上による顧客満足度の向上及びＵＲ賃貸

賃貸住宅の認知度の向上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３１年度ＵＲ賃貸住宅にお

けるポイントサービスシステム

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3月19日

（株）ロイヤリティマーケ

ティング

東京都渋谷区恵比寿１－１

８－１４

1011001058851 30,461,054円 28,080,000円 92.2％

　本業務は、ＵＲ賃貸住宅居住者の支払家賃に対して

共通ポイントを付与することによって、居住者還元と

サービスの向上による顧客満足度の向上及びＵＲ賃貸

賃貸住宅の認知度の向上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３１年度ＵＲ賃貸住宅にお

けるポイントサービス申込受付

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3月19日

（株）ロイヤリティマーケ

ティング

東京都渋谷区恵比寿１－１

８－１４

1011001058851 111,831,904円 97,459,200円 87.1％

　本業務は、ＵＲ賃貸住宅居住者の支払家賃に対して

共通ポイントを付与することによって、居住者還元と

サービスの向上による顧客満足度の向上及びＵＲ賃貸

賃貸住宅の認知度の向上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賃貸住宅ブランド看板

（さっぽろ駅）掲出業務

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3月15日

表示灯（株）

愛知県名古屋市中村区名駅

４－２－１１

7180001040070 2,115,021円 2,115,021円 100.0％

本業務は、ＵＲ賃貸住宅の認知及びブランドイメージ

の向上並びに空家の解消を図る手法として、地下鉄

さっぽろ駅構内に看板を掲出するものである。

　同駅は利用客も多いことから、極めて高い訴求効果

が高いと判断した。

　契約目的物である看板設置枠は、当該業者のみが保

有しているため、会計規程第51条第３項第１項に基づ

き、随意契約を行ったものである。

-

ＵＲ賃貸住宅ブランド看板（大

宮駅）掲出業務①

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3月15日

（株）文協

東京都豊島区南池袋１－１

３－２３

2013301011506 2,862,000円 2,862,000円 100.0％

本業務は、ＵＲ賃貸住宅の認知及びブランドイメージ

の向上並びに空家の解消を図る手法として、ＪＲ大宮

駅構内に看板を掲出するものである。

　同駅は利用客も多いことから、極めて高い訴求効果

が高いと判断した。

　契約目的物である看板設置枠は、当該業者のみが保

有しているため、会計規程第51条第３項第１項に基づ

き、随意契約を行ったものである。

-

平成３１年度ＵＲ賃貸住宅ブラ

ンド看板（西新宿駅ほか１２

駅）掲出業務①

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3月22日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 9,263,095円 9,263,095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。

-

２０１９年度６－９月期ＣＰに

係るツールデザイン制作（編

集）等業務

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3月29日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 4,674,888円 2,454,840円 52.5％

　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。

-



随意契約の結果
【平成31年3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

２０１９年度入居促進に係るＴ

ＶＣＭ出稿業務（Ｄｌｉｆｅタ

イム）

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3月29日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 37,278,000円 37,278,000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。

-

２０１９年度ＵＲ賃貸住宅入居

促進に係るブランドＴＶＣＦ①

制作等業務（編集等）

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3月29日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 23,697,608円 16,441,488円 69.4％

　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。

-

入居促進に係るラジオ番組提供

等業務（２０１９年度上半期）

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3月29日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 100,440,000円 100,440,000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。

-

入居促進に係るＴＶＣＭ出稿業

務（タイム２０１９年度上半

期）

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3月29日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 103,194,000円 103,194,000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。

-

広報企画業務としてのプレジデ

ント特別タイアップ企画広告掲

載業務

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3月11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 3,726,000円 3,726,000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。

-

平成３１年度版会社案内パンフ

レット制作業務

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3月11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 3,564,000円 3,400,380円 95.4％

 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。

-

広報企画業務としての「ＵＲシ

ンポジウム」企画制作

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3月5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 22,589,280円 22,589,280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。

-

平成３０年度障がい者専門人材

紹介業務（Ｈ３１．３．１採

用）①

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3月1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。

-



随意契約の結果
【平成31年3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

借上宿舎（東京都住宅供給公社

１４物件）賃貸借契約

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3月6日

東京都住宅供給公社

東京都渋谷区神宮前５６－

５３－６７

9011005000678 22,296,840円 22,296,840円 100.0％
会計規定第51条第3項第1号の規定に基づき、当該物件

の所有者と随意契約を行う。
-

新任管理職研修業務（平成３１

年度から平成３３年度まで）

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3月8日

（株）日本経営協会

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－

１１－８

4011001017516 7,732,800円 5,659,200円 73.2％

　本業務は機構における人材育成の一環である階層別

研修の中で、平成31年度から平成33年度までに６級に

登用された職員等を対象に、人事評価制度、目標管理

制度についての考え方、目標設定及び評価の方法、評

価結果の本社への通知に至るまでについて一連の研修

を行うことによりマネジメント能力を向上、習得させ

る研修である。本業務の実施に当たっては、前記目的

を達成するため、豊富な研修実績があり、研修効果の

高い研修期間による研修が求められることから、企画

提案競技方式により選定を行った結果、当該法人の提

-

借上宿舎（長野市物件）賃貸借

契約

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3月11日 個人 － 1,980,165円 1,980,165円 100.0％
会計規定第51条第3項第1号の規定に基づき、当該物件

の所有者と随意契約を行う。
-

平成３０年度中途採用職員募集

に係る人材紹介業務⑮（Ｈ３１

年３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3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 1,755,970円 1,755,970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３１年度ｅラーニング研修

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3月29日

（株）日本能率協会マネジ

メントセンター

東京都中央区日本橋２－７

－１

6010401023056 2,473,200円 1,425,600円 57.6％

　本研修業務は、職員のうち希望者を対象とした自己

啓発の一環として、eラーニングによる学習を取り入れ

ることにより、職員の知識や能力を高めることを目的

としている。本業務の実施に当たっては、豊富な講座

やメニューが揃っていることや受講者が学習しやすい

仕組等が求められることから、企画提案競技方式によ

り選定を行った結果、当該法人からの提案内容が総合

的に最も有効な提案と認められたため、随意契約を

行ったものである。

-


