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住宅融資保険システムの改
修業務

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月1日

株式会社ＨＳ情報システム
ズ
東京都文京区小石川1-1-
17

2010001080815

(公募)
政府調達規程第11条第2号
本件は、住宅融資保険システムのアプリケーションの改修業務を調達
するものである。本件業務の履行が可能な者は左記事業者であるとし
て、本件業務の委託を受ける意思のあるものの有無を公募により確認
する手続(令和３年５月13日公示)を行ったところ、参加申込書の提出
がなかったため、左記事業者と随意契約したものである。

58,504,600 57,200,000 97.77% － － － － －

新型コロナワクチン職域接
種に係る接種業務の委託

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月7日

医療法人社団東京桜十字　
城山ガーデン桜十字クリ
ニック
東京都港区虎ノ門4ｰ3ｰ1

3010405003461

会計規程第25条第1項
新型コロナワクチン接種を速やかに実施するため、実施体制を早急に
確保し、直ちに接種が可能な事業者と緊急に契約を行う必要があるた
め、同社と随意契約したものである。

2,420,000 2,420,000 100.00% － － － － －

データセンターコロケーショ
ンエリアに係るサービス提
供

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月8日
ユニアデックス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

8010601024653

（公募）
会計規程第25条第１項第6号
本件は、機構内情報共有システムで利用しているデータセンターコロ
ケーションエリアのラック及び館内配線等の継続利用を調達するもの
である。本件業務の履行が可能な者は左記事業者であるとして、本件
業務の実施を希望する者の有無を公募により確認する手続(令和３年
４月27日公示)を行ったところ、参加申込書の提出がなかったため、左
記事業者と随意契約したものである。

10,884,738 10,884,738 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(一般担保第321回住宅金
融支援機構債券）

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月9日

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区大手町1-
9-2
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内3-
3-１
ゴールドマン・サックス証券
株式会社
東京都港区六本木6-10-1
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-
9-1

4010001129098
7010001125714
9010401059056
9010001063235

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、機構の一般担保付債券という商品性を踏まえ、起債運営能
力、販売能力、起債運営に関する提案能力等を考慮した企画競争方
式（令和2年12月11日公示）による評価を行って主幹事候補証券会社
を選定し、評価点の順位に応じ分類した上で、起債スケジュール・見込
額をもとに順次指名して、契約する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契約
したものである。

68,750,000 68,750,000 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(一般担保第322回住宅金
融支援機構債券）

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月9日

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区大手町1-
9-2
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内3-
3-１
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-
9-1

4010001129098
7010001125714
9010001063235

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、機構の一般担保付債券という商品性を踏まえ、起債運営能
力、販売能力、起債運営に関する提案能力等を考慮した企画競争方
式（令和2年12月11日公示）による評価を行って主幹事候補証券会社
を選定し、評価点の順位に応じ分類した上で、起債スケジュール・見込
額をもとに順次指名して、契約する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契約
したものである。

79,750,000 79,750,000 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(一般担保第323回住宅金
融支援機構債券）

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月9日

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区大手町1-
9-2
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内3-
3-１
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-
9-1

4010001129098
7010001125714
9010001063235

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、機構の一般担保付債券という商品性を踏まえ、起債運営能
力、販売能力、起債運営に関する提案能力等を考慮した企画競争方
式（令和2年12月11日公示）による評価を行って主幹事候補証券会社
を選定し、評価点の順位に応じ分類した上で、起債スケジュール・見込
額をもとに順次指名して、契約する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契約
したものである。

38,500,000 38,500,000 100.00% － － － － －
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引受並びに募集取扱契約
(一般担保第324回住宅金
融支援機構債券）

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月9日

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区大手町1-
9-2
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内3-
3-１
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-
9-1

4010001129098
7010001125714
9010001063235

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、機構の一般担保付債券という商品性を踏まえ、起債運営能
力、販売能力、起債運営に関する提案能力等を考慮した企画競争方
式（令和2年12月11日公示）による評価を行って主幹事候補証券会社
を選定し、評価点の順位に応じ分類した上で、起債スケジュール・見込
額をもとに順次指名して、契約する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契約
したものである。

44,000,000 44,000,000 100.00% － － － － －

令和３年７月１日から発生し
た大雨による災害のお見舞
い広告の新聞掲載

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月15日
全国地方新聞社連合会
東京都港区東新橋2-4-6

－－－

会計規程第25条第1項
令和３年７月１日から鳥取県、島根県、鹿児島県で発生した大雨によ
る災害のお見舞い広告を、同エリアで購読されている新聞各紙に緊急
かつ同時に掲載する必要があったため同社と随意契約したものであ
る。

1,075,800 1,075,800 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(貸付債権担保第171回住
宅金融支援機構債券)

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月16日

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内3-
3-1
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内1-
9-1
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区大手町1-
9-2

7010001125714
9010001063235
4010001129098

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、貸付債権担保住宅金融支援機構債券の特殊な商品性を踏ま
え、起債運営能力、販売能力、市場発展に向けた取組、起債運営に関
する提案能力等を考慮した企画競争方式（令和元年12月６日公示）に
よる評価を行って主幹事候補証券会社を選定し、評価点の順位に応じ
分類した上で、起債スケジュール・見込額をもとに順次指名して、契約
する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契約
したものである。

410,382,500 410,382,500 100.00% － － － － －

「総合住宅ローンシミュレー
ション」の改修業務

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月27日

スミセイ情報システム株式
会社
東京都新宿区西新宿6-14-
1

1120001056193

会計規程第25条第１項第4号
本件は機構ホームページで提供を行っている「総合住宅ローンシミュ
レーション」のセキュリティを強化するための改修を行うため、同シミュ
レーションに関して、開発上の権利を保有する同社と随意契約したも
のである。

2,530,000 2,530,000 100.00% － － － － －

タブレット端末更改調達業
務

契約担当役　𠮷德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年7月29日
ソフトバンク株式会社
東京都港区海岸1-7-1

9010401052465

（公募）
会計規程第25条第１項第6号
本件は、機構が使用するタブレット端末のハードウェア及びソフトウェ
ア一式係る賃貸借、保守、サービス及びデータ通信の提供を調達する
ものである。本件業務の履行が可能な者は左記事業者であるとして、
本件業務の実施を希望する者の有無を公募により確認する手続(令和
３年３月30日公示)を行ったところ、参加申込書の提出がなかったた
め、左記事業者と随意契約したものである。

8,527,992 8,279,304 97.08% － － － － －

（注）
　会計規程第30条の２に基づく公表である。


