
民間事業者による対象公共サービスの実施状況（平成28年度）
(独)中小企業基盤整備機構

平成29年6月

　１　対象公共サービスの事業名

　２　対象公共サービスの内容

　３　確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

確保すべき対象公共サービスの質 実績 実績の測定時期

受講者の満足度 90.0% 98.6% 随時

講師の満足度 90.0% 97.9% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

研修中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 70日 161日 随時

快適性の確保 85.0% 94.4% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

受講者の満足度 90.0% 98.6% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 30日 45日 随時

快適性の確保 85.0% 95.1% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

受講者の満足度 90.0% 98.8% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 70日 108日 随時

快適性の確保 85.0% 95.0% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

中小企業大学校における企業及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務並びに施設の運営等業務

①研修に係る業務　機構が設置する中小企業大学校（以下本表において「大学校」という。）施設で実施する独立行政法人中小企業
基盤整備機構法（平成14年法律第147号）第15条第1項第2号に基づいて行う経営管理者等の経営方法又は技術に関する研修に係
る業務及び中小企業支援担当者等に対して行う研修に係る業務のうち、研修企画等に係るものを除いた業務とする。

②施設の維持管理及び運営に係る業務　次のイ及びロに掲げる大学校施設の維持管理及び運営に係る業務などとする。
イ　施設の維持管理及び運営に係る業務　　大学校施設における、日常及び定期に実施する清掃、電気設備及び機械設備等の設
備管理（環境衛生を含む。）、 植栽地維持、監視及び巡回警備等の保安警備、研修生寄宿舎の運営、食堂及び喫茶の運営並びに
読書室の運営などの業務
ロ　施設の有効利用に係る業務　 上記①の業務の遂行に支障のない範囲内で、施設を一般の利用に供する業務

平成28年4月～平成29年3月

（中小企業大学校旭川校） 　「LEC・オーエンスグループ」
　受託者代表：株式会社東京リーガルマインド　構成員：株式会社オーエンス

（中小企業大学校仙台校） 「ＮNＮ共同事業体」
受託者代表：日本管財株式会社　構成員：株式会社日本マンパワー、株式会社ニッコクトラスト東日本

（中小企業大学校三条校）「ＮＳＧひめさゆり共同事業体」
受託者代表：学校法人新潟総合学院　構成員：愛宕商事株式会社 、新潟県ビル管理協同組合、株式会社オーシャンシステム



受講者の満足度 90.0% 96.4% 随時

講師の満足度 90.0% 99.5% 随時

作業遅延 0回 0回 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 50日 107日 随時

快適性の確保 85.0% 94.5% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0件 0件 随時

受講者の満足度 90.0% 97.7% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 20日 39日 随時

快適性の確保 85.0% 94.3% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

受講者の満足度 90.0% 98.2% 随時

講師の満足度 90.0% 98.6% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 80日 108日 随時

快適性の確保 85.0% 95.4% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

受講者の満足度 90.0% 98.9% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 10日 24日 随時

快適性の確保 85.0% 96.1% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

（中小企業大学校広島校）「広島あゆみらい共同事業体」
受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：広島県ビルメンテナンス協同組合、株式会社現代フードサービス

（中小企業大学校関西校）　「LEC・オーエンスグループ」
受託者代表：株式会社東京リーガルマインド　構成員：株式会社オーエンス

（中小企業大学校東京校）　「ATK共同事業体」
受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：TAC株式会社、株式会社共立メンテナンス、株式会社ビルネット
株式会社都市整美センター

（中小企業大学校瀬戸校）「ＮNＮ共同事業体」
受託者代表：日本管財株式会社　構成員：株式会社日本マンパワー、株式会社ニッコクトラスト



受講者の満足度 90.0% 98.7% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 20日 43日 随時

快適性の確保 85.0% 95.2% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

受講者の満足度 90.0% 99.5% 随時

講師の満足度 90.0% 100.0% 随時

作業遅延 0件 0件 随時

中断回数 0回 0回 随時

研修室等の有効利用日数 50日 135日 随時

快適性の確保 85.0% 98.0% 随時

確実性の確保 0回 0回 随時

安全性の確保 0回 0回 随時

（中小企業大学校人吉校）「熊本あゆみらい共同事業体」
 受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：共栄ビル管理株式会社、太平ビルサービス株式会社、株式会社キューネット、
 株式会社現代フードサービス

（中小企業大学校直方校）　　「あゆみらい共同事業体」
受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：福岡総合ビル管理事業協同組合 、株式会社現代フードサービス



　４　対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）

支払額 研修業務の運営に係る業務 17,000,000円

支払額 78,126,969円

計 95,126,969円

（参考）落札額

支払額 研修の運営に係る業務 16,908,000円

支払額 89,488,887円

計 106,396,887円

（参考）落札額

支払額 研修業務の運営に係る業務 16,958,730円

支払額 100,557,294円

計 117,516,023円

（参考）落札額

支払額（成果分） 研修業務の運営に係る業務 108,875,961円

支払額（定額分） 196,999,998円

計 305,875,959円

（参考）落札額

支払額 研修業務の運営に係る業務 20,376,000円

支払額 101,242,018円

計 121,618,018円

（参考）落札額

支払額 研修業務の運営に係る業務 19,046,400円

支払額 88,191,962円

計 107,238,362円

（参考）落札額

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　　　 　51,000,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　　243,714,288円

（中小企業大学校仙台校）「ＮNＮ共同事業体」
　　　　　　 受託者代表：日本管財株式会社　構成員：株式会社日本マンパワー、株式会社ニッコクトラスト東日本

（中小企業大学校東京校）　「ATK共同事業体」
              受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：TAC株式会社、株式会社共立メンテナンス、株式会社ビルネット、
              株式会社都市整美センター

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（2ヵ年分）　　　　　　　　　 　 217,751,850円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（2か年分）　　　 393,999,999円

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　57,140,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　257,142,858円

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　50,724,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　266,133,429円

（中小企業大学校瀬戸校）「ＮNＮ共同事業体」
　　　　　　 受託者代表：日本管財株式会社　構成員：株式会社日本マンパワー、株式会社ニッコクトラスト

（中小企業大学校三条校）「ＮＳＧひめさゆり共同事業体」
　　　　　　 受託者代表：学校法人新潟総合学院　構成員：愛宕商事株式会社 、新潟県ビル管理協同組合、
              株式会社オーシャンシステム

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　50,876,191円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　301,191,905円

平成28年4月～平成29年3月

（中小企業大学校旭川校）　「LEC・オーエンスグループ」
　　　　　　　受託者代表：株式会社東京リーガルマインド　構成員：株式会社オーエンス

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　61,128,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　296,862,858円

（中小企業大学校関西校）　「LEC・オーエンスグループ」
　　　　　　　受託者代表：株式会社東京リーガルマインド　構成員：株式会社オーエンス



支払額 研修業務の運営に係る業務 24,000,000円

支払額 96,875,404円

計 120,875,404円

（参考）落札額

支払額 研修業務の運営に係る業務 22,400,400円

支払額 91,900,800円

計 114,301,200円

（参考）落札額

支払額 研修業務の運営に係る業務 16,110,000円

支払額 92,220,000円

計 108,330,000円

（参考）落札額

施設の維持管理及び運営に係る業務

（注記事項）
施設の維持管理及び運営に係る業務の委託費について、光熱水費等の契約単価の変動が100分の３を超えたことにより、旭川校は
超過分及び重油の減額分を含み、仙台校、三条校、瀬戸校、関西校、広島校については、光熱水費の超過分を含む。

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　67,200,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　275,700,000円

（中小企業大学校人吉校）「熊本あゆみらい共同事業体」
　　　　　　 受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：共栄ビル管理株式会社、太平ビルサービス株式会社、
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社キューネット、株式会社現代フードサービス

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　48,330,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分)　　　 276,660,000円

（中小企業大学校広島校）「広島あゆみらい共同事業体」
　　　　　　 受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：広島県ビルメンテナンス協同組合、株式会社現代フードサービス

施設の維持管理及び運営に係る業務

（研修業務の運営に係る業務）（3ヵ年分）　　　　　　　　　 　　72,000,000円
（施設の維持管理及び運営に係る業務）　（3か年分）　　　288,291,600円

（中小企業大学校直方校）　「あゆみらい共同事業体」
　　　　　　　受託者代表：麻生教育サービス株式会社　構成員：福岡総合ビル管理事業協同組合 、株式会社現代フードサービス


	様式１（全校)

