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～平成26年度　砺波公共職業安定所における交通誘
導警備業務

平成26年3月4日 平成26年3月19日(水)
平成26年3月17日 14時30分

平成26年度　富山労働総合庁舎及び各公共職業安
定所清掃業務委託(呉東地区)

平成26年3月5日 平成26年3月20日(木)
平成26年3月18日 14時00分

平成26年度　レギュラーガソリン・灯油等一式の調達
平成26年3月5日 平成26年3月20日(木)
平成26年3月18日 10時30分

平成26年度　自家用電気工作物の保安管理業務委
託

平成26年3月6日 平成26年3月24日(月)
平成26年3月19日 10時00分

平成26年度　各労働基準監督署及び各公共職業安
定所等清掃業務委託(呉西地区)

平成26年3月5日 平成26年3月20日(木)
平成26年3月18日 15時00分

平成26年度　封筒印刷一式
平成26年3月10日 平成26年3月27日(水)

平成26年3月24日 11時00分

平成26年度　コピー用紙等購入契約
平成26年3月7日 平成26年3月25日(火)
平成26年3月20日 10時00分

平成26年度　事務消耗品購入(単価契約)
平成26年4月7日 平成26年4月30日(水)
平成26年4月18日 14時00分

「平成26年度求人ハンドブック」印刷物
平成26年4月7日 平成26年4月23日(水)
平成26年4月18日 10時00分

富山公共職業安定所他3所におけるレンタカー賃貸
借契約

平成26年4月28日 平成26年5月16日(金)
平成26年5月14日 10時00分

印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約
平成26年4月16日 平成26年5月2日(金)

平成26年4月30日 10時00分

一般定期健康診断及び特殊健康診断業務委託
平成26年4月28日 平成26年5月16日(金)

平成26年5月14日 15時30分

空調設備冷暖房切替業務
平成26年4月28日 平成26年5月16日(金)

平成26年5月14日 14時00分

官用車車検等整備業務
平成26年5月16日 平成26年6月2日(月)

平成26年5月29日 14時00分

平成26年度　事務消耗品購入(単価契約)（再公告）
平成26年5月1日 平成26年5月20日(火)
平成26年5月16日 10時00分

高岡労働基準監督署庁舎移転に係る物品等移動作
業委託

平成26年7月1日 平成26年7月16日(水)
平成26年7月14日 10時00分

「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」印刷
物

平成26年6月27日 平成26年7月14日(月)
平成26年7月10日 14時00分

複写機6台の更新及び保守業務委託
平成26年7月9日 平成26年7月29日(火)
平成26年7月23日 14時00分

高岡労働基準監督署　移動式書架一式購入
平成26年7月1日 平成26年7月18日(金)
平成26年7月14日 10時00分

「離職された皆様へ」印刷物
平成26年7月15日 平成26年7月31日(木)

平成26年7月29日 10時00分

高岡労働基準監督署　庁舎移転に伴う備品購入
平成26年7月11日 平成26年7月30日(水)

平成26年7月25日 10時00分

就職支援セミナー(平成26年度下半期)に係る業務委
託

平成26年8月12日 平成26年8月28日(木)
平成26年8月25日 10時00分

富山公共職業安定所「ハローワーク利用ガイド(一般
求職者、雇用保険受給者用)」印刷物

平成26年8月4日
平成26年8月15日 14時00分

平成26年11月5日(水)
平成26年10月30日 10時00分

【参考掲示】本省調達案件　福岡市グローバル創業・雇用
創出特区における「雇用労働相談センター」設置事業

平成26年10月16日 平成26年10月31日(金)

平成26年11月4日 17時00分

「雇用保険事務手続きの手引き」印刷物
平成27年1月14日 平成27年1月29日(木)

平成27年1月27日 10時00分

平成26年8月19日(火)

印刷機(1台)の更新
平成26年10月17日

【参考掲示】本省調達案件　関西圏国家戦略特別区
域における「雇用労働相談センター」設置事業

平成26年10月28日

２６年度　入札情報

一般競争入札

入札内容 入札公告期間 入札書提出期限

平成26年11月13日(木)

平成26年11月14日 17時00分

高岡公共職業安定所　電話等設備一式

事務用椅子・待合椅子等の更新

「住宅地図」の購入

平成27年1月8日 平成27年1月28日(水)

平成27年1月22日 11時00分

平成26年12月2日 11時00分

平成26年12月11日 平成27年1月7日(水)

平成26年12月25日 11時00分

平成26年11月18日 平成26年12月5日(金)
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２６年度　入札情報
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平成26年度若年者地域連携事業

平成26年2月3日 平成26年3月3日(月)
平成26年2月21日 16時00分

平成26年度シニアワークプログラム地域事業
平成26年2月20日 平成26年3月7日(金)

平成26年3月5日 17時00分

平成26年度生涯現役社会実現環境整備事業
平成26年2月20日 平成26年3月7日(金)

平成26年3月5日 17時00分

平成26年度　医療労務管理相談コーナー事業
平成26年2月24日 平成26年3月14日(金)

平成26年3月14日 17時00分

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）

平成26年2月18日 平成26年3月13日(木)
平成26年3月11日 17時00分

公告内容 公告期間 企画書提出期限
平成26年度　中長期的なキャリア形成を支援するた
めのキャリア・コンサルティング等の実施

平成26年6月27日 平成26年7月25日(金)
平成26年7月18日 17時00分

企画競争

平成26年度労働保険年度更新申告書の封入・封緘・発送
等業務（東海・北信ブロック）（本省入札情報）

平成26年1月14日 平成26年2月26日(水)
平成26年2月25日 15時30分

平成26年度富山労働総合庁舎外5安定所で使用す
る電気の需給契約

平成25年12月10日 平成26年1月31日(金)
平成26年1月28日 11時00分

コニカミノルタ製複写機12台に係る保守及び消耗品
供給

平成26年2月13日 平成26年2月28日(金)
平成26年2月26日 10時30分

リコー製複写機21台に係る保守及び消耗品供給
平成26年2月13日 平成26年2月28日(金)

平成26年2月26日 9時30分

平成26年度労働保険の年度更新申告書の審査等業
務（東海・北信ブロック）（本省入札情報）

平成26年1月16日 平成26年2月28日(金)
平成26年2月27日 10時30分

キャノン製複写機5台に係る保守及び消耗品供給
平成26年2月13日 平成26年2月28日(金)

平成26年2月26日 11時30分

平成26年度　昇降機の保守点検業務委託
平成26年3月3日 平成26年3月18日(火)
平成26年3月14日 10時00分

就職支援セミナー(平成26年度上半期)に係る業務委
託

平成26年2月26日 平成26年3月14日(金)
平成26年3月11日 10時00分

平成26年度　富山公共職業安定所における交通誘
導警備業務

平成26年3月4日 平成26年3月19日(水)
平成26年3月17日 13時30分

平成26年度　富山労働局　環境衛生管理業務
平成26年3月4日 平成26年3月19日(水)
平成26年3月17日 11時00分

平成26年度　高岡公共職業安定所における交通誘
導警備業務

平成26年3月4日 平成26年3月19日(水)
平成26年3月17日 14時00分

平成26年度　富山労働局機械警備業務委託
平成26年2月6日 平成26年2月24日(月)
平成26年2月20日 14時00分
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