
随意契約の結果
【平成31年4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

平成３１年度　電子入札コアシ

ステム年間使用契約

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4月1日

（一財）日本建設情報総合

センター

東京都港区赤坂７－１０－

２０

4010405010556 1,831,248円 1,831,248円 100.0％

本契約は、当機構の電子入札システム業務で利用して

いるパッケージソフトウェアである「電子入札コアシ

ステム」のライセンスプログラムの使用権許諾及び保

守サービスを提供するものである。

　当該法人は、当該パッケージソフトの製造者である

ことから、ライセンスプログラムの使用権許諾及び保

守サービスを提供することができる唯一の業者である

ため、当該法人と随意契約を行ったものである。

-

Ｏｒａｃｌｅメンテナンスサー

ビス

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4月1日

（株）ワークスアプリケー

ションズ

東京都港区赤坂１－１２－

３２

2010401034734 1,639,962円 1,639,962円 100.0％

　本業務は、当機構の人事システムで利用している

パッケージソフトのライセンスプログラムの使用権許

諾及び保守サービスを提供するものである。

　当該法人は、当該パッケージソフトの製造者である

ことから、ライセンスプログラムの使用権許諾及び保

守サービスを提供することのできる唯一の業者である

ため、当該法人と随意契約を行ったものである。

-

ＣＯＭＰＡＮＹに係るギャラン

ティメンテナンスサービス

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4月1日

（株）ワークスアプリケー

ションズ

東京都港区赤坂１－１２－

３２

2010401034734 24,300,000円 24,300,000円 100.0％

　本業務は、当機構の人事システムで利用している

パッケージソフトのライセンスプログラムの使用権許

諾及び保守サービスを提供するものである。

　当該法人は、当該パッケージソフトの製造者である

ことから、ライセンスプログラムの使用権許諾及び保

守サービスを提供することのできる唯一の者であるた

め、当該法人と随意契約を行ったものである。

-

２０１９年度入居促進に係るく

らしのカレッジ記事制作等業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 38,371,488円 32,400,000円 84.4％

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。

-

２０１９年度入居促進に係るＧ

ｏｏｇｌｅアナリティクス３６

０ツール・サポート業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 25,933,348円 24,948,000円 96.2％

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賃貸住宅入居促進（ブラン

ド）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（４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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 5,327,640円 5,327,640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。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（セール

ス）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（４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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 30,942,000円 30,942,000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年度入居促進に係るＧ

ｏｏｇｌｅ　ｍａｐｓ運用業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 11,097,298円 11,097,298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。

-

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4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い

つもＮＡＶＩ運用業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 17,107,200円 17,107,200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年度入居促進に係る鉄

道データ運用業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 1,710,720円 1,710,720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年度入居促進に係るＵ

Ｒ賃貸住宅住まいリポート編集

事務局費（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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 32,414,852円 22,292,820円 68.8％

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。

-

２０１９年度入居促進に係るサ

イト内検索エンジンＭＡＲＳＦ

ＩＮＤＥＲに係る運用業務

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 1,425,600円 1,425,600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年度入居促進に係るＵ

Ｒ賃貸住宅ＷＥＢサイト改修等

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4月1日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 482,107,140円 390,614,400円 81.0％

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ＴＶＣＦ②

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4月16日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 40,598,496円 38,005,200円 93.6％

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賃貸住宅の資

産区分細分化に向けた実行支援

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4月24日

デロイトトーマツコンサル

ティング（合）

東京都千代田区丸の内３－

２－３

7010001088960 457,611,000円 445,999,999円 97.5％

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。

-

２０１９年度インターネット賃

貸住宅情報サイト「アットホー

ム」への広告掲載業務

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4月25日

アットホーム（株）

東京都大田区西六郷４－３

４－１２

4010801018095 92,482,560円 37,817,280円 40.9％

　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「アットホーム」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。

-



随意契約の結果
【平成31年4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年度インターネット賃

貸住宅情報サイト「スーモ」へ

の広告掲載業務

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4月25日

（株）リクルート住まいカ

ンパニー

東京都港区芝浦３－１２－

７

3010001149428 492,191,424円 203,800,320円 41.4％

　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「スーモ」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。

-

２０１９年度インターネット賃

貸住宅情報サイト「ライフル

ホームズ」への広告掲載業務

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4月25日

（株）ＬＩＦＵＬＬ

東京都千代田区麹町１－４

－４

1010401091628 25,212,720円 22,287,960円 88.4％

　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広告出稿

バナー制作業務

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4月26日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 12,543,082円 11,761,200円 93.8％

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。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進に係るＷ

ＥＢ記事広告出稿等業務

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4月26日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 3,105,000円 3,105,000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。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（ブラン

ド）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（５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4月26日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 5,319,000円 5,319,000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。

-

ＵＲ賃貸住宅入居促進（セール

ス）に係るＷＥＢ広告出稿業務

（５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4月26日

（株）電通

東京都港区東新橋１－８－

１

4010401048922 24,116,400円 24,116,400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。

-

社外報（５７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4月23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。

-

平成３１・３２・３３年度工事

及び測量調査設計業務実績情報

提供業務

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4月1日

（一財）日本建設情報総合

センター

東京都港区赤坂７－１０－

２０

4010405010556 5,138,689円 5,138,689円 100.0％

契約相手方は、平成６年度から、国土交通省、機構を

始めとした膨大な量の工事・業務の契約実績データ

ベースの運用管理を行い、機構のネットワークを通じ

てデータ提供を行っており、本業務で求める工事・業

務の実績データを有し、適宜更新される情報を速やか

に提供することが出来ると認められる唯一の法人であ

るため、会計規程第51条第3項第1号に基づき随意契約

を行ったものである。

-



随意契約の結果
【平成31年4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（Ｈ３１．４．１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4月1日
パーソルチャレンジ（株）

東京都港区芝５－３３－１
6010401041867 1,315,470円 1,315,470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。

-

新規採用職員財務研修業務（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4月4日

インテグラス（株）

東京都港区西新橋１－１７

－８

1010401077164 3,110,400円 2,527,200円 81.3％

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よることと

した。当該者からの提案内容を審査した結果、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（２１）

（Ｈ３１年４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4月1日

（株）パーソルキャリア

東京都千代田区丸の内２－

４－１

2010401089183 1,236,291円 1,236,291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⑳（Ｈ３１

年４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4月1日

（株）ジェイエイシーリク

ルートメント

東京都千代田区神田神保町

１－１０５

1010001019483 1,858,260円 1,858,260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⑲（Ｈ３１

年４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4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 1,735,468円 1,735,468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⑱（Ｈ３１

年４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4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 1,671,781円 1,671,781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⑰（Ｈ３１

年４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4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 1,836,554円 1,836,554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⑯（Ｈ３１

年４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4月1日

（株）ジェイエイシーリク

ルートメント

東京都千代田区神田神保町

１－１０５

1010001019483 2,555,823円 2,555,823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。

-



随意契約の結果
【平成31年4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（Ｈ３１．４．１６採

用）②

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4月16日

（株）ゼネラルパートナー

ズ

東京都中央区京橋２－４－

１２

9010001106340 1,127,545円 1,127,545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年度障がい者専門人材

紹介業務（Ｈ３１．４．１６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4月16日
パーソルチャレンジ（株）

東京都港区芝５－３３－１
6010401041867 1,138,098円 1,138,098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年度障がい者専門人材

紹介業務（Ｈ３１．４．１６採

用）③

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4月16日 個人 6010401041867 1,117,182円 1,117,182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３１年度国際都市研究学院

派遣職員に係る授業料

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4月26日

国際都市研究学院

東京都港区六本木七丁目２

２－１

－ 1,240,000円 1,240,000円 100.0％

　本業務は、国際都市研究学院へ職員を派遣するため

の業務である。都市再生関連の人材育成のため、随意

契約を行ったものである。

-

海外安全管理に係る対応業務

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4月1日

インターナショナルＳＯＳ

ジャパン（株）

東京都港区赤坂４－２－６

8010401079666 2,700,000円 2,655,332円 98.3％

本業務は、役職員の海外渡航時における、健康・医療

対応及び危機対応が適切に行われるようにすることを

目的とした業務である。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、随意契約を行ったものである。

-

タイ・バンスー駅周辺都市開発

事業推進に係るタイ国有鉄道に

よる入札図書の購入

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4月26日

タイ国有鉄道

1 Rongmuang Road,

Rongmuang, Pathumwan,

Bangkok 10330, Thailand

- 1,910,039円 1,910,039円 100.0％
会計規程第51条第3項第1号による。（他に同種のデー

タを提供する者がいないため）
-


