
　住宅金融支援機構本店

再就職
の役員
の数

（機構）

再就職
の役員
の数
（国）

公益
法人
の

区分

国又は
都道府
県所管
の区分

応募
者数

総合オンラインシステム代
行入力センター（沖縄帳票
分）の設置及び運用等業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月1日
株式会社システムウィング
沖縄県那覇市泉崎1-12-7

5360001001056

(公募)
会計規程第25条第1項第6号
本件は、受託金融機関のシステム入力を代行する業務を調達するも
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
件業務を実施す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11月18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。

66,132,000 64,944,000 98.20% － － － － －

住宅融資保険システム改
修等業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月2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)
会計規程第25条第1項第6号
本件は、住宅融資保険システムの業務アプリケーションの改修業務及
び保守業務等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、本件業務を実施す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12月３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。

261,193,000 256,300,000 98.13% － － － － －

総合住宅ローンシミュレー
ションの保守

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月10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2号
本件は、機構HPに掲載している総合住宅ローンシミュレーションの保
守業務を委託するものである。本シミュレーションに関する権利は、機
構独自のノウハウ等以外の一切の権利が開発事業者である同社に
留保されている。保守業務を当該権利を保有する同社以外に委託す
ることは不可能であることから、随意契約したものである。

3,009,600 3,009,600 100.00% － － － － －

ＡＬＭリスク分析に係る運用
支援業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月14日
みずほ第一フィナンシャル
テクノロジー株式会社
東京都千代田区麹町2-4-1

2010001034564

会計規程第25条第1項第2号
本件は、住宅ローンの期限前償還予測を精緻化するために構築した
新期限前償還モデル及び当該モデルを用いたキャッシュフロー展開に
係る運用支援業務を委託するものである。 
当該モデルに係る著作権は同社に帰属しており他に開示することは
不可能であることから、本件に係る運用支援業務を実施することがで
きるのは同社のみであるため随意契約したものである。

8,690,000 8,690,000 100.00% － － － － －

財務会計システムのアプリ
ケーション等の部門システ
ム統合基盤（With-Cloud)へ
の移行に係る業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月16日
株式会社日立システムズ
東京都中央区日本橋兜町
1-4

6010701025710

会計規程第25条第1項第2号
本件は、財務会計システムを新たに構築される統合基盤上で利用す
るため、アプリケーションを移行させる業務である。 
当該システムに関する著作権は同社に帰属しており他者に開示を
行っておらず、本件移行業務を実施することができるのは同社のみで
あるため随意契約したものである。

10,450,000 10,450,000 100.00% － － － － －

障害者雇用に係る人材紹
介業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月16日

パーソルチャレンジ株式会
社
東京都港区芝5-33-1
株式会社ゼネラルパート
ナーズ
東京都千代田区内幸町2-
1-1

6010401041867
9010001106340

（公募）
会計規程第25条第1項第6号
本件は、障害者の雇用にあたり、人材紹介業務を委託するものであ
る。
本業務について公募（令和３年12月13日公示）を行い、要件を満たし
た契約相手方と随意契約したものである。

9,207,275
紹介手数料

38.5％
100.00% － － － － －

単価契約
総支払予定額

9,207,275円

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4年2月16日

株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町1-
5-5
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内2-
7-1

6010001008845
5010001008846

（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% － － － － －

新型コロナワクチン職域接
種（３回目）に係る接種業務
の委託

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月17日
医療法人社団東京桜十字
東京都港区虎ノ門4-3-1

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。

1,155,000
接種単価

1,100円／１回
92.38% － － － － －

単価契約
総支払予定額

1,067,000円

公益法人の場合

備考

契約情報の公表について（随意契約）

工事の名称、場所及び
期間又は物品役務等の

名称及び数量

契約担当役等の氏名及び
その所属の所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした理由（企画競争又は公募）
予定価格

(円)
契約金額

(円)
落札率

(％)
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引受並びに募集取扱契約
(貸付債権担保第178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4年2月17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
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋1-13-
1
バークレイズ証券株式会社
東京都港区六本木6-10-1

4010001129098
6010001074037
4010401086856

（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。

288,117,500 288,117,500 100.00% － － － － －

令和４年度金融・証券関連
専門講座派遣研修

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月24日
シグマベイスキャピタル株
式会社
東京都中央区新川1-3-10

9010001046776

（公募）
会計規程第25条第1項第6号
本件は、金融・証券分野におけるプロフェッショナルな人材を早期に育
成するため、最前線の金融・証券分野における理論と実務への応用
の体系的な習得を図るための研修を外部に委託するものである。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11月17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。

5,775,000 5,197,500 90.00% － － － － －

令和４年度ｅラーニング研
修の提供

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月25日
株式会社ネットラーニング
東京都新宿区西新宿7-2-4

6011101029509

（企画競争）
会計規程第25条第1項第6号
本件は、職員の業務に求められる基礎知識の体系的な習得、キャリ
アアップ及び自己啓発の支援を目的とし、学習機会の公平な提供及
び事務経費等の削減を図るため、eラーニングによる学習機会の提供
を委託するものである。
本業務について、企画競争手続（令和３年11月11日公示）により契約
相手方を選定し、随意契約したものである。

4,941,750 3,048,100 61.68% － － － － －

職員のメンタルヘルス相
談、カウンセリング等の委
託業務

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月25日

医療法人社団こころとから
だの元気プラザ
東京都千代田区神田神保
町1-105

9010005006413

会計規程第25条第1項第6号
本件は、カウンセラー、医師等の高度な技術を持つ専門家と相談者と
の信頼関係が重要であり、原契約相手方以外に新たに契約した場合
には、サポート中の職員に係る継続的な対応に支障が生じるため、原
契約相手方と随意契約を行うものである。

1,001,000

面接・電話による
相談、カウンセリ
ング、コンサル
テーション
11,000円/回ほか

100.00%
単価契約

総支払予定額
1,001,000円

令和３年度決算の退職給
付債務の計算の委託

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和4年2月28日

三井住友信託銀行株式会
社
東京都千代田区丸の内1-
4-1

2010001146005

会計規程第25条第1項第4号
本件は、年度決算の貸借対照表に退職給付引当金を計上するために
必要な退職給付債務の計算を委託するものである。
退職給付債務の計算には、当機構のほか他法人も加入している公庫
企業年金基金全員の加入者情報（性別、生年月日、公庫厚生年金基
金及び公庫企業年金基金加入日等）が必要であり、これらの情報を把
握できるのは公庫企業年金基金のみである。公庫企業年金基金は、
同基金の規約（厚生労働省認可）に基づき、基金業務を契約相手方に
委託しており、機構が退職給付債務を計算するには、公庫企業年金
基金が加入法人からの退職給付債務の計算の申し出があった場合
に、当該計算を行うことを認めている契約相手方に委託する以外に術
がないため、同社と随意契約したものである。

1,353,000 1,353,000 100.00% － － － － －

（注）
　会計規程第30条の２に基づく公表である。
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