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引受並びに募集取扱契約
(一般担保第325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8月6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。

49,500,000 49,500,000 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(一般担保第326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8月6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% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(一般担保第327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8月6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８月11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　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年8月18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８月11日から島根県、広島県、福岡県、佐賀県で発生した大
雨による災害のお見舞い広告及び災害復興住宅融資の周知を、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。

1,965,700 1,965,700 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(貸付債権担保第172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8月20日

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

9010001063235
9010401059056
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。

383,817,500 383,817,500 100.00%

北海道新聞別刷広告特集
「スマートシニアライフ」への
【リ・バース６０】の広告掲載
（北海道支店）

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年8月23日
株式会社インサイト
北海道札幌市中央区北四
条西3-1

9430001009798

会計規程第25条第１項第４号
札幌市内における【リ・バース６０】の周知・推進のため、同広告特集に
広告を掲載したもの。当該広告枠の唯一の提供元である代理店の同
社と随意契約を行ったものである。

2,100,000 2,100,000 100.00% － － － － －

【日経ビジネス「就活生向け
『金融業界研究』特別号」】
への広告掲載

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年8月25日
株式会社ディスコ
東京都文京区後楽2-5-1

9010001102075

会計規程第25条第１項第４号
２０２３年度新卒採用活動の一環として、国内最多の購読者を有する
週間経済紙である日経ビジネスの広告掲載特別企画に参加するも
の。当該企画の唯一の提供元である同社と随意契約を行ったもので
ある。

2,750,000 2,750,000 100.00% － － － － －

公益法人の場合
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契約情報の公表について（随意契約）
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(円)
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(円)
落札率

(％)
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シンジケートローンに係るア
レンジャー業務

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年8月27日

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内1-
1-2
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町1-
5-5

5010001008813
6010001008845

（企画競争）
会計規程第25条第１項第６号
本件は、シンジケートローンによる調達であることから、組成運営能
力、販売能力、組成運営に関する提案能力等を考慮した企画競争方
式（令和3年5月13日公示）による評価を行ってアレンジャー候補会社
等を選定し、評価点の順位に応じ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。

9,900,000 9,900,000 100.00% － － － － －

住宅金融支援機構本町宿
舎における都水道入管更
新工事

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年8月27日
東海建設株式会社
東京都中央区日本橋本石
町4-2-17

6010001066686

会計規程第25条第１項
本件は、機構が保有する職員向け宿舎の地中配管（給水管）に水漏
れが発生し、緊急に修繕を行う必要があったため、当該宿舎の状況を
熟知している契約相手方と随意契約したものである。

3,960,000 3,300,000 83.33% － － － － －
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