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審査結果及び特定者名

月 番号 実施地 提案者名  ※1
順位点又は審査点

結果

4月 1 千歳市
職業訓練法人　千歳地方職業訓練協会
法人番号：6430005005920

31.8 採用

2 札幌市
株式会社　コンパス
法人番号：6430001040533

23..3 採用

3 札幌市
ASME　株式会社
法人番号：9430001038021

40 採用

B 32 不採用

4 札幌市
アイ日本総合ビジネス学院　有限会社
法人番号：4140002047179

36 採用

B 36 不採用

5 岩見沢市
職業訓練法人　キャリアバンク職業訓練協会
法人番号：7430005002933

25.5 採用

5月 6 滝川市
職業訓練法人　滝川地方職業訓練協会
法人番号：2430005007441

30 採用

7 江別市
NPO法人　江別IT技術者協会
法人番号：6430005005796

27 採用

8 札幌市
富士通エフ・オー・エム　株式会社
法人番号：1010401084631

32.3 採用

9 札幌市 A 34 不採用

学校法人　大原学園　大原簿記情報専門学校札幌校
法人番号：3010005002310

38 採用

C 24 不採用

10 介護実務科② 札幌市
有限会社　鹿光学習センター
法人番号：6430002036976

29 採用

11 医薬販売調剤事務科 札幌市
有限会社　鹿光学習センター
法人番号：6430002036976

25.5 採用

6月 12 札幌市
学校法人　大原学園　大原簿記情報専門学校札幌校
法人番号：3010005002310

33.5 採用

13 小樽市
有限会社　野澤企画
法人番号：6430002057634

31 採用

14 パソコン基礎科(託児5)⑤ 札幌市
有限会社　野澤企画
法人番号：6430002057634

34.5 採用

15 札幌市
富士通エフ・オー・エム　株式会社
法人番号：1010401084631

33.3 採用

16 ﾊﾟｿｺﾝﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作科 札幌市
株式会社 Ｆｌａｔ Ｔｏｐ
法人番号：7430001080322

27.3 採用

17 パソコン上級科① 札幌市
富士通エフ・オー・エム　株式会社
法人番号：1010401084631

38.5 採用

18 Javaプログラミング科① 札幌市
株式会社　シンクスバンク
法人番号：1011001090755

29.8 採用

19 CADエキスパート科① 札幌市
学校法人　北海道鹿光学園　青山建築デザイン・医療事務専門校
法人番号：9430005000803

28.8 採用

パソコン経理科①

ビジネスＯＡ科①

プロポーザル方式審査結果一覧　 (第１回)

訓練科目

介護実務科①

パソコン中級科①

パソコン基礎科（eﾗｰﾆﾝｸﾞ）e1

宅地建物取引科

パソコン実践科①

Excelマスター科①

パソコン経理科②

パソコン基礎科④

パソコン実務科①

パソコン基礎科③
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月 番号 実施地 提案者名  ※1
順位点又は審査点

結果訓練科目

7月 20 パソコン実践科② 倶知安町
有限会社　野澤企画
法人番号：6430002057634

31 採用

21 札幌市 A 36 不採用

職業訓練法人　キャリアバンク職業訓練協会
法人番号：7430005002933

36 採用

22 パソコン実践科③ 余市町
有限会社　野澤企画
法人番号：6430002057634

31 採用

23 医療事務科② 札幌市
株式会社　ニチイ学館
法人番号：3010001025868

40 採用

B 32 不採用

24 札幌市
富士通エフ・オー・エム　株式会社
法人番号：1010401084631

33.5 採用

25 経理税務科① 札幌市
学校法人　大原学園　大原簿記情報専門学校札幌校
法人番号：3010005002310

35 採用

26 パソコン中級科③ 岩見沢市
職業訓練法人　キャリアバンク職業訓練協会
法人番号：7430005002933

31 採用

27 パソコン基礎科⑥ 札幌市
アイ日本総合ビジネス学院　有限会社
法人番号：4140002047179

40 採用

B 32 不採用

28 介護実務科③ 札幌市
ASME　株式会社
法人番号：9430001038021

40 採用

B 32 不採用

29 ビジネス実務科① 札幌市
SOC　株式会社
法人番号：1430001019689

39.3 採用

30 医療事務エキスパート科 札幌市
学校法人　北海道鹿光学園　青山建築デザイン・医療事務専門校
法人番号：9430005000803

28.8 採用

31 パソコン中級科④ 札幌市
アイ日本総合ビジネス学院　有限会社
法人番号：4140002047179

33.8 採用

32 札幌市 提案者なし

8月 33 パソコン基礎科(託児5)⑧ 札幌市
有限会社　野澤企画
法人番号：6430002057634

34.5 採用

34 札幌市
有限会社　鹿光学習センター
法人番号：6430002036976

29 採用

35 千歳市
職業訓練法人　千歳地方職業訓練協会
法人番号：6430005005920

31.8 採用

36 滝川市
職業訓練法人　滝川地方職業訓練協会
法人番号：2430005007441

30 採用

37 札幌市 A 36 不採用

富士通エフ・オー・エム　株式会社
法人番号：1010401084631

36 採用

※　１訓練科目に企画提案書が複数提出されたものは順位点(最高40点)、１社の場合は審査点(55点満点の平均、小数第２位を四捨五入)、
　　　障害者訓練の場合は審査点(45点満点の平均、小数第２位を四捨五入)で記載しています。

※　順位点が同じ場合はくじ引きによる

医療歯科事務科

パソコン実務科③

パソコン基礎科（eﾗｰﾆﾝｸﾞ）e2

パソコン中級科②

介護実務科④

パソコン経理科③

情報セキュリティマネジメント科


