随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約名及び内容

平成２６年度「専門家派遣・相談等支援事
業」（最低賃金総合相談支援センター）

契約業者名及び住所

公益社団法人けいしん神奈川
横浜市中区尾上町５－８０

契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

H26.4.1

8,047,944

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

平成２６年度「医療労務管理相談コーナー事 神奈川県社会保険労務士会
業」
横浜市中区真砂町４－４３

H26.4.1

4,348,296

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

平成２６年度神奈川労働局労働基準部労災 日邦建物株式会社
補償課分室事務室賃貸借契約
東京都渋谷区神宮前１－１１－１１

H26.4.1

継続使用に伴い競争を許さないため、
18,490,548 会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当。

―

株式会社ジェイアール東日本都市開
平成２６年度横浜西労働基準監督署事務室
発
賃貸借契約
東京都渋谷区代々木２－２－２

H26.4.1

継続使用に伴い競争を許さないため、
21,502,308 会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当。

―

H26.4.1

当該空気清浄機は当該事業主が特許
を取得した集塵方法を採用しており、他
1,954,368 社では保守業務等ができないため、会
計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3項に該当。

―

平成２６年度川崎南労働基準監督署エレ
ベーター保守業務委託契約

三精テクノロジーズ株式会社 東京支
店
東京都新宿区新宿４－３－１７

H26.4.1

機器設置時に設定されているＩＣ回路等
制御プログラムの保守について、他社
997,920 ではフルメンテナンスができないため、
会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当。

―

シニアワークプログラム地域事業

公益社団法人神奈川県シルバー人材
センター連合会
横浜市中区寿町１－４

H26.4.1

101,691,536

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

生涯現役社会実現環境整備事業

一般社団法人中高年齢者雇用福祉協
会
東京都港区西新橋２－１１－９ワタル
ビル

H26.4.1

19,190,189

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

平成２６年度横浜公共職業安定所空気清浄 株式会社オーデン
機保守業務委託契約
東京都江東区東陽３－２３－２６

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約名及び内容

契約業者名及び住所

平成２６年度 川崎公共職業安定所エレベー シンドラーエレベータ株式会社
ター設備保守点検業務委託
横浜市中区本町１－３

平成２６年度 横浜港北地方合同庁舎エレ
ベーター設備保守点検業務委託

横浜エレベータ株式会社
横浜市中区松影町２－８－６

契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

H26.4.1

機器設置時に設定されているＩＣ回路等
制御プログラムの保守について、他社
2,047,680 ではフルメンテナンスができないため、
会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当。

―

H26.4.1

機器設置時に設定されているＩＣ回路等
制御プログラムの保守について、他社
999,864 ではフルメンテナンスができないため、
会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎日常及 双日総合管理株式会社
び定期清掃業務委託(助成金センター部分） 東京都港区台場２－３－１

H26.4.1

2,303,856 ビル所有者が指定する業者のため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎日常及
双日総合管理株式会社
び定期清掃業務委託(助成金センターを除く
東京都港区台場２－３－１
地１階から９階部分）

H26.4.1

5,158,404 ビル所有者が指定する業者のため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（５Ａ－１）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

5,838,480 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（５Ａ－２）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

2,642,544 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（５Ｂ）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

4,879,440 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（５Ｃ）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

4,568,400 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約名及び内容

契約業者名及び住所

契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（６Ｂ）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

4,879,440 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（７Ａ）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

8,767,440 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎事務室
賃貸借（地下１階から９階）契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

74,997,835 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 神奈川労働局分庁舎駐車場
賃貸借契約

株式会社石川工場本社
東京都江東区辰巳１－１－８

H26.4.1

2,520,000 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 県有財産賃貸借（神奈川県労 神奈川県知事
政福祉課分）
横浜市中区日本大通１

H26.4.1

29,451,464 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 川崎公共職業安定所に係る土 神奈川県知事
地（建物建設部分）賃貸借契約
横浜市中区日本大通１

H26.4.1

15,989,160 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 川崎公共職業安定所に係る土 神奈川県知事
地（駐車場部分）賃貸借契約
横浜市中区日本大通１

H26.4.1

5,729,430 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 厚木公共職業安定所における 厚木市長
厚木市公用車駐車場敷地賃貸借
厚木市中町３－１７－１７

H26.4.1

1,249,010 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約名及び内容

契約業者名及び住所

契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

平成２６年度 戸塚公共職業安定所土地（市 横浜市長
有地）公有財産賃貸借契約
横浜市中区港町１－１

H26.4.1

2,092,176 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 大和公共職業安定所敷地公
有財産賃貸借契約

H26.4.1

2,982,964 継続使用に伴い競争を許さないため。

―

平成２６年度 川崎公共職業安定所外２所に
株式会社大清産業
係る各所駐車場等警備業務及び時間外開庁
相模原市南区相模台２－２９－３
に係る庁内警備業務委託

H26.4.1

入札を行っても、再度の入札をしても落
11,261,859 札者がいないことから、予決令99条の2
及び予決令99条の4に該当。

―

平成２６年度 横浜港北地方合同庁舎外３所
株式会社大清産業
に係る各所駐車場等警備業務及び時間外開
相模原市南区相模台２－２９－３
庁に係る庁内警備業務委託

H26.4.1

入札を行っても、再度の入札をしても落
12,273,084 札者がいないことから、予決令99条の2
及び予決令99条の4に該当。

―

平成２６年度 藤沢労働総合庁舎外３所に係
株式会社大清産業
る各所駐車場等警備業務及び時間外開庁に
相模原市南区相模台２－２９－３
係る庁内警備業務委託

H26.4.1

入札を行っても、再度の入札をしても落
15,541,357 札者がいないことから、予決令99条の2
及び予決令99条の4に該当。

―

大和市長
大和市下鶴間１－１－１

若年者地域連携事業

一般社団法人神奈川県経営者協会
横浜市中区山下町２

H26.4.1

34,822,253

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

長期失業者等総合支援事業

ランスタッド株式会社
東京都千代田区紀尾井坂４－１
ニューオータニガーデンコート２階

H26.4.1

270,000,000

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

横浜公共職業安定所分庁舎
事務室に係る賃貸借

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－６－１

H26.4.1

26,064,590

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

横浜公共職業安定所分庁舎
大星ビル管理株式会社
（日本生命横浜本町ビル）に係る清掃委託業
東京都文京区小石川４－２２－２
務

H26.4.1

2,196,720

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

横浜公共職業安定所分庁舎
平和ビル
事務室賃貸借

平和不動産株式会社
東京都中央区日本橋兜町1-10

H26.4.1

33,048,636

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

横浜公共職業安定所分庁舎
横浜平和ビル
清掃業務委託契約

平和ビルサービス株式会社
東京都中央区日本橋兜町７－５

H26.4.1

2,273,400

ビル所有者が指定業者を定めており、
会計法第29条3第4項及び予決令第102
条の4第3項に該当するため。

―

横浜ＳＴビル入居官署事務室賃貸借

住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１－９－２

H26.4.1

93,921,720

継続使用に伴う競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

横浜ＳＴビル入居官署における
清掃業務委託

東京美装興業株式会社
神奈川支店
横浜市神奈川区栄町３－１２

H26.4.1

5,080,825

ビル所有者が指定業者を定めており、
会計法第29条3第4項及び予決令第102
条の4第3項に該当するため。

―

ハローワークプラザよこはま
における警備業務委託

東京美装興業株式会社
神奈川支店
横浜市神奈川区栄町３－１２

H26.4.1

1,293,516

ビル所有者が指定業者を定めており、
会計法第29条3第4項及び予決令第102
条の4第3項に該当するため。

―

ハローワークプラザ湘南
事務室等賃貸借

株式会社ピノス
藤沢市湘南台１－４－２

H26.4.1

6,260,652

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

相模大野Ｂ＆Ｖビル
入居官署事務室賃貸借

株式会社ビーアンドブイ
東京都新宿区西新宿１－５－１２

H26.4.1

29,235,420

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

契約名及び内容

契約業者名及び住所

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約業者名及び住所

契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

川崎北公共職業安定所分庁舎
事務室賃貸借契約

合同会社グローバル・アセット・スリー・
プロパティーズ
東京都江東区亀戸６－５６－１５

H26.4.1

48,313,320

要件を満たす物件がほかにないため、
会計法29条3の第4項に該当。

―

川崎北公共職業安定所分庁舎
駐車場使用契約

合同会社グローバル・アセット・スリー・
プロパティーズ
東京都江東区亀戸６－５６－１５

H26.4.1

1,555,200

要件を満たす物件がほかにないため、
会計法29条3の第4項に該当。

―

川崎北公共職業安定所分庁舎
清掃等業務委託

東京ビジネスサービス株式会社
東京都新宿区西新宿６－１４－１

H26.4.1

4,017,600

ビル所有者が指定業者を定めており、
会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項に該当するため。

―

ハローワークプラザ新百合ヶ丘事務室賃貸
借

財団法人川崎市まちづくり公社
川崎市川崎区宮本３－４

H26.4.1

8,939,548

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

港北公共職業安定所分庁舎
事務室賃貸借

ケネディクト不動産投資法人
東京都港区新橋２－２－９

H26.4.1

18,174,840

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

港北公共職業安定所分庁舎
に係る清掃業務委託

日総ビルディング株式会社
東京都港区麻布台１－１１－１０

H26.4.1

1,656,936

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

港北公共職業安定所
こだまファンタジアビル分室賃貸借

日邦建物株式会社
東京都渋谷区神宮前１－１１－１１

H26.4.1

5,248,800

継続使用に伴い競争を許さないため、
会計法第29条の3第4項に該当。

―

H26.4.1

20,944,000

障害者の雇用促進等に関する法律第
33条により委託事業契約の目的が競
争を許さないため。

―

契約名及び内容

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安 社会福祉法人よるべ会
定事業等）
小田原市沼代８６５－１

備考

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約年月日

契約金額

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安 社会福祉法人進和学園
定事業等）
平塚市万田４７５

H26.4.1

16,697,000

障害者の雇用促進等に関する法律第
33条により委託事業契約の目的が競
争を許さないため。

―

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安 社会福祉法人県央福祉会
定事業等）
大和市柳橋５－３－１

H26.4.1

20,951,000

障害者の雇用促進等に関する法律第
33条により委託事業契約の目的が競
争を許さないため。

―

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安 社会福祉法人こうよう会
定事業等）
横浜市港南区港南６－４－２６

H26.4.1

20,963,000

障害者の雇用促進等に関する法律第
33条により委託事業契約の目的が競
争を許さないため。

―

H26.4.1

16,694,000 33条により委託事業契約の目的が競

契約名及び内容

契約業者名及び住所

社会福祉法人横須賀市社会福祉

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安
事業団
定事業等）

―

障害者の雇用促進等に関する法律第

H26.4.1

20,932,000 33条により委託事業契約の目的が競

―

川崎

―

湘南

争を許さないため。

横浜市磯子区新杉田８－７

社会福祉法人電機神奈川福祉セ

障害者の雇用促進等に関する法律第

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安
ンター
定事業等）

H26.4.1

社会福祉法人相模原市社会福祉事業
障害者就業・生活支援センター事業（雇用安
団
定事業等）
相模原市中央区松が丘１－２３－１

H26.4.1

16,696,000 33条により委託事業契約の目的が競
争を許さないため。

横浜市磯子区新杉田８－７

株式会社横浜日経社
横浜市中区相生町４－７４

備考

争を許さないため。

社会福祉法人電機神奈川福祉セ

新聞年間購読契約

移行予定年限

障害者の雇用促進等に関する法律第

横須賀市本町２－１

障害者就業・生活支援センター事業（雇用安
ンター
定事業等）

随意契約の理由

障害者の雇用促進等に関する法律第

16,693,000 33条により委託事業契約の目的が競

―

争を許さないため。

H26.4.1

1,050,456

著作権再販制度及び新聞特殊指定
によるため。

―

随意契約にかかる理由書（公共工事・物品役務等）
契約年月日

契約金額

随意契約の理由

移行予定年限

神奈川労働局官用車交換（横浜南所及び大 スズキ株式会社
和所分）
東京都新宿区大京町２３－２

H26.7.30

2,177,172

入札を行っても、応札者がいないことか
ら、予決令99条の2に該当。

―

平成２６年度中長期的なキャリア形成を支援 テンプスタッフキャリアコンサルティン
するためのキャリア・コンサルティング等の実 グ株式会社
施委託契約
東京都品川区大崎１－１１－１

H26.8.12

31,740,697

企画競争により契約相手方を選定した
もの。会計法第29条の3第4項に該当。

―

契約名及び内容

契約業者名及び住所

横浜わかものハローワーク賃貸借

株式会社 大藤不動産
神奈川県横浜市中区本町４－４０

H26.10.3

2,169,720

要件を満たす物件がほかにない為、会
計法第29条の3第4項に該当。

横浜新卒応援ハローワーク拡張に伴う防災
設備工事

東京美装興業株式会社
東京都新宿区西新宿６－２４－１

H26.10.31

1,296,000

ビル所有者が指定業者を定めており、
会計法第29条3第4項及び予決令第102
条の4第3項に該当する為。

―

人事関係事務処理用のための賃貸物件の
一時使用

株式会社港和ビル
横浜市中区弁天通６－７９

H26.12.1

1,152,576

要件を満たす物件がほかにない為、会
計法第29条の3第4項に該当。

―

備考

