
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 　委員長　

委　員

  委　員　

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 3 件

　　・審議件数 2 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの

1 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 4 件

　　・審議件数 2 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 6 件

　　・審議件数 6 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 2 件

　　うち、参加者が１者しかいないもの 0 件

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 9 件

　　・審議件数 2 件

0 件

0 件

0 件

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

　中山　惠子　　教　授　　

　後藤　吉正　  税理士

公共調達監視委員会活動状況報告書

愛知労働局

　宮澤　俊夫　　弁護士

令和3年6月28日（月）

低落札率及び契約金額500万円以上、その他無作為抽出

審査の結果、不適切と判断される事案はなかった。

令和3年1月1日～3月31日契約締結分

　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの



別紙様式１
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年１月１日～令和3年3月３１日

通番 公共工事の名称、場所、期間及び種別 契約担当官等の氏名並びにその所属する
部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号 一般競争入札・指名競争入札の別（総合

評価の実施） 予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備考
公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

公共調達監視委
員会審議結果状
況（所見）

01通番1 1 津島公共職業安定所照明設備
改修工事契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月27日 株式会社　ＭＭＣ
名古屋市中区葵1-20-19

4180001073404 一般競争入札 ¥14,711,467 ¥7,433,800 50% 5者 所見なし 所見なし

2 名古屋西労働基準監督署他１
署構内電話設備更新工事契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月29日 株式会社　フューチャーイン
名古屋市千種区内山2-6-22

3180001005325 一般競争入札 ¥4,914,303 ¥3,407,800 69% 2者 所見なし

02通番3 3 瀬戸労働基準監督署空調設備
改修工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月10日
株式会社　ＳＯＷＡサービス
名古屋市守山区川宮町450番
地

9180002058432 一般競争入札 ¥9,316,175 ¥8,030,000 86% 4者 所見なし 所見なし

4

5

6

7

8

9

10

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　
　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。
　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧表及び審議結果（公共工事）



別紙様式２
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年１月１日～令和3年3月３１日

通番 公共工事の名称、場所、期間及び種別 契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住

所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 再就職の役員の
数（人） 備考

公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

公共調達監視委
員会審議結果状
況（所見）

1 刈谷公共職業安定所碧南出
張所照明設備改修工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月19日
株式会社　ニード
名古屋市名東区小井堀町
403

3180001054941
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥1,393,040 ¥1,183,600 84% 所見なし

03通番2 2 名古屋南公共職業安定所２
階空調機設置工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月29日

新日本コーポレーション株式会
社
名古屋市熱田区三本松町１
３番６号

7180001021987
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥2,068,000 ¥1,925,000 93% 所見なし

04通番3 3 名古屋東労働基準監督署３・
４階照明器具ＬＥＤ化工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月4日
株式会社　ニード
名古屋市名東区小井堀町
403

3180001054941
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥2,389,200 ¥2,196,700 91% 所見なし

4 豊川公共職業安定所玄関円
形自動ドア装置取替修繕工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月12日

新日本コーポレーション株式会
社
名古屋市熱田区三本松町１
３番６号

7180001021987
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥1,298,000 ¥1,210,000 93% 所見なし

5

6

7

8

9

10

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　
　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。
　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧表及び審議結果（公共工事）



別紙様式３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年１月１日～令和3年3月３１日

通番 物品等又は役務の名称及び数量 契約担当官等の氏名並びにその所属する
部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号 一般競争入札・指名競争入札の別（総合

評価の実施） 予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備考
公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

公共調達監視委
員会審議結果状
況（所見）

05通番1 1 愛知労働局事務機器他購入等
契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月29日 有限会社　太陽商工
名古屋市瑞穂区宝田町1-2-3

31080002009795 一般競争入札 ¥8,074,075 ¥7,382,188 91% 2者 所見なし 所見なし

06通番2 2 「受給資格者のしおり」他６件印
刷・製本契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月10日 株式会社　近畿印刷センター
大阪府柏原市本郷5-6-25

9122001020881 一般競争入札 ¥4,163,621 ¥3,695,780 88% 6者 所見なし 所見なし

07通番3 3 刈谷所自動窓口受付用機器等
新規購入設置等契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月12日
株式会社マルタケ商会
名古屋市緑区鳴海町矢切58番
地2

4180001028894 一般競争入札 ¥4,925,830 ¥4,895,000 99% 2者 所見なし

08通番4 4
オンライン体制整備及び雇用保険
業務体制整備に係るＰＣ等購入
契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月17日
シャープマーケティングジャパン株式
会社
大阪府八尾市北亀井町3-1-72

1040001008905 一般競争入札 ¥4,539,878 ¥2,709,520 59% 4者 所見なし 所見なし

09通番5 5 新型コロナウィルス感染症対策消
耗品購入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月17日 有限会社　太陽商工
名古屋市瑞穂区宝田町1-2-3

3180002009795 一般競争入札 ¥7,098,696 ¥5,069,486 71% 3者 所見なし 所見なし

10通番6 6 印刷機等購入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月17日
株式会社マルタケ商会
名古屋市緑区鳴海町矢切58番
地2

4180001028894 一般競争入札 ¥3,545,407 ¥3,410,000 96% 3者 所見なし

7  

8  

9  

10  

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　
　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。
　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧表及び審議結果（物品・役務等）



別紙様式４
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年１月１日～令和3年3月３１日

通番 物品等又は役務の名称及び数量 契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住

所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 再就職の役員の
数（人） 備考

公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

公共調達監視委
員会審議結果状
況（所見）

11通番1 1

令和２年度労働者派遣事業
及び請負事業の適正化に向け
た資料の印刷・封入作業及び
各署所への配布作業契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月5日
株式会社　もとすいんさつ
岐阜県瑞穂市居倉324 1200001027500

会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥2,455,894 ¥2,411,090 98% 所見なし 所見なし

2 業務支援等システム用機器購
入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年1月25日
コンピュータ・システム株式会社
京都市上京区笹屋町千本西
入笹屋四丁目273番3

5130001002985
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,271,996 ¥1,137,180 89%

3
愛知障害者職業能力開発校に
おけるオンライン訓練機器追加
購入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月1日 株式会社　ヒミカ
豊橋市花田町字荒木95番地

9180301006884
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,357,213 ¥1,067,000 78% 所見なし

4 あいち雇用助成室他１室什器
購入及び移設契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月5日
株式会社　マルタケ商会
名古屋市緑区鳴海町矢切58-
2

4180001028894
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,400,634 ¥961,510 68% 所見なし

5 労働関係法のポイント購入契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年2月26日 株式会社　労働調査会
東京都豊島区北大塚2-4-5

9013301012464

書籍の購入については出版元以外の業
者は、再販売価格維持制度により、販
売価格の指定（定価販売）を受けてい
ることから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合として、会計法第29条の
3第4項に該当。

¥3,260,950 ¥3,260,950 100%

6 「令和３年度分愛知労働局独
自様式」印刷・製本契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年3月2日 株式会社　文寿堂
名古屋市東区東桜2-12-27

1180001018147
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥1,858,611 ¥1,799,820 96% 所見なし

12通番7 7
名古屋中公共職業安定所他
14所加湿空気清浄機購入契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年3月5日
株式会社　マルタケ商会
名古屋市緑区鳴海町矢切58-
2

4180001028894
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,488,520 ¥1,488,520 100% 所見なし

8
監督指導及び労働条件確保
等各種講習会用物品購入契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年3月12日 有限会社　太陽商工
名古屋市瑞穂区宝田町1-2-3

3180002009795
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,107,572 ¥1,020,690 92%

9 「労働基準法解釈総覧　改訂
１６版」他１件購入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
佐藤　広道
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年3月22日 株式会社　労働調査会
東京都豊島区北大塚2-4-5

9013301012464

書籍の購入については出版元以外の業
者は、再販売価格維持制度により、販
売価格の指定（定価販売）を受けてい
ることから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合として、会計法第29条の
3第4項に該当。

¥1,611,885 ¥1,314,577 81%

10

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　
　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。
　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧表及び審議結果（物品・役務等）



令和３年度第１回愛知労働局公共調達監視委員会議事録要旨 
 

開催日：令和３年６月２８日（月） 
                    方 法：持ち回り開催 
 
１．開催方法について 

令和３年６月２０日まで新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

が愛知県に発令され、当該宣言の延長の可能性もあったことから、６月２

８日（月）が開催日であったものの、６月２０日以前に早めに局内におい

て持ち回り開催を行うことを検討し、各委員からも了承を得たため持ち回

り開催としたものである。 
 
２．公共調達審査会審議結果報告（事務局） 

愛知労働局公共調達監視委員会設置要綱（以下「要綱」という。）第２

条第１号に基づき、令和３年５月２５日に開催された第１回公共調達審査

会の結果報告として、「抽出案件１３件を審議した結果、不適切と判断さ

れる事案はなかった」旨の報告を行った。 
 
３．審議案件 
（１）審議対象期間について（事務局） 

競争入札、随意契約ともに令和３年１月１日から同年３月３１日まで

の期間に締結された案件について審議を依頼した。 
（２）審議対象案件の抽出報告（後藤委員） 

要綱第７条第２項に基づき、抽出委員である後藤委員から、対象契約

案件２２件中、公共工事の競争入札２件、公共工事の随意契約２件、物

品･役務等の競争入札６件、物品･役務等の随意契約２件、合計１２件を

審議する旨報告があった。 
 

４．審議結果 
（１）契約内容の説明、質疑、審議 

持ち回りの方法により、審議対象契約について、各委員からの質問等

に対し契約等補助担当者より回答がなされた。（審議内容は「令和３度

第１回公共調達監視委員会審査の概要」のとおり。） 
（２）総括 

宮澤委員長より｢特段の問題となる所見は認められない｣との報告がな

された。 
     

５．次回開催日 
次回開催日は、令和３年８月２６日を予定した。 
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【競争入札】（公共工事） 

 

1 通番 1 

[津島公共職業安定所照明設備改修工事契約]  

（１）内容 

津島公共職業安定所の照明器具については、安定器の耐用年数を経過して、

故障が頻発していたことから全面的な改修を行う必要があった。 

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実

行すべき措置について定める計画」（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）に基づ

き、照明器具については、令和 12 年度までに LED 照明への切り替えをして

いく必要があったため、会計法第 29 条の 3 第 1 項に基づき一般競争入札を

実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 2年 12 月 4 日～令和 2年 12 月 22 日までの 18 日間 

開  札：令和 2年 12 月 25 日 

参加資格：電気「C、D」 

結  果：5者の参加により予定価格（14,711,467 円税込）の制限の範囲

内の価格 7,433,800 円（税込）で「株式会社 MMC」が落札。（落

札率 50％） 

（３）予定価格の積算 

設計監理業務委託契約の相手方より提出のあった数量調書及び公共建築

工事共通費積算基準を参考に予定価格を積算した。 

 

委   員： 契約の内容が「4通番 3」と同じであるが、「LED 化工事」では

なく、「照明設備改修工事」となっている理由はなぜか。 

事務補助者： 通常は照明設備改修工事の契約名を使用しておりますが、4通

番 3」は名古屋東労働基準監督署 1・2 階改修工事を行った時の契

約名に合わせるためにこの契約名としております。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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2 通番 3 

[瀬戸労働基準監督署空調設備改修工事]  

（１）内容 

平成 14 年度にも空調改修工事を行っているが、耐用年数は 15 年とされて

おり、現状機器の故障により暖房機能が使用できないことから、全面的な改

修工事を行う必要があった。 

本省に予算申請したところ予算措置がされたため、会計法第 29 条の 3 第

1項に基づき一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 2年 12 月 16 日～令和 3年 1月 13 日までの 28 日間 

開  札：令和 3年 1月 18 日 

参加資格：管「C、D」 

結  果：4 者の参加により予定価格（9,316,175 円税込）の制限の範囲

内の価格 8,030,000 円（税込）で 2者あり、くじ引きの結果「株

式会社 SOWA サービス」が落札。（落札率 86％） 

（３）予定価格の積算 

設計監理業務委託契約の相手方より提出のあった数量調書及び公共建築

工事共通費積算基準を参考に予定価格を積算した。 

 

委   員： 落札率が 86％と高いが、他社の応札率はどうだったか。 

事務補助者： 2 番札は価格〇円、応札率〇％、3 番札は価格〇円、応札率

〇％、4番札は価格〇円、応札率〇％になります。開札の結果、2

社同価格だったため、電子入札システムの「くじ引き」結果によ

り最終落札者が決定しました。なお、応札者は電子入札システム

の「くじ引き結果通知書」にて落札結果（落札者及び落札価格）

を確認することができます。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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【随意契約】（工事） 

 

3 通番 2 

[名古屋南公共職業所 2 階空調機器設置工事]  

（１）内容 

全館空調で適切な温度管理行うところだが、2階のフロアの一部の系統に

ついては、令和元年度、令和 2年度と修繕工事を行ったものの、適切な温度

管理が困難な状況にあった。該当箇所に個別空調を増強するため、本省に予

算申請したところ、予算措置されたため、予算決算及び会計令第 99 条の 6

により、3 者から見積書を徴取した結果、予定価格（2,068,000 円税込）の

制限の範囲内で最も安価な価格であった、1,925,000 円（税込）で新日本コ

ーポレーション株式会社と随意契約した。（93％） 

（２） 随意契約とした理由 

「予定価格が 250 万円を超えない工事又は製造」であり、会計法第 29 条

の 3第 5項及び予算決算及び会計令第 99 条第 2号、第 99 条の 6の規定によ

り、2者以上の見積合わせによる随意契約とした。 

（３）予定価格の積算 

予定価格については、2者から参考見積もりを徴し、安価な金額の者の見

積もりを精査し、内容に問題ないものと判断し、当該見積もり額と同額を予

定価格とした。 

 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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4 通番 3 

[名古屋東労働基準監督署３・４階照明器具ＬＥＤ化工事]  

（１）内容 

名古屋東労働基準監督署については、令和 2年度に 1・2階の照明器具 LED

改修工事を終えているが、3・4 階については改修を終えてない状態にあっ

た。「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実

行すべき措置について定める計画」（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）に基づ

き、照明器具については令和 12 年度までに LED 照明への切り替えをしてい

く必要があり、本省へ予算申請したところ、予算措置されたため、予算決算

及び会計令第 99 条の 6 により、3 者から見積書を徴取した結果、予定価格

（2,389,200 円税込）の制限の範囲内で最も安価な価格であった、2,196,700

円（税込）で株式会社ニードと随意契約した。（91％） 

（２） 随意契約とした理由 

「予定価格が 250 万円を超えない工事又は製造」であり、会計法第 29 条

の 3第 5項及び予算決算及び会計令第 99 条第 2号、第 99 条の 6の規定に

より、2者以上の見積合わせによる随意契約とした。 

（３）予定価格の積算 

予定価格については、2者から参考見積もりを徴し、安価な金額の者の見

積もりを精査し、内容に問題ないものと判断し、当該見積もり額と同額を予

定価格とした。 

 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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【競争入札】（物品・役務等） 

 

5 通番１ 

[愛知労働局事務機器他購入等契約] 

（１） 内容 

備品整備計画及び各所属から要求のあった備品について、精査の上、予算

措置を認めた事務機器等について購入するため、会計法第 29 条の 3 第 1 項

に基づき、一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 2年 12 月 25 日～令和 3年 1月 22 日までの 28 日間 

開  札：令和 3年 1月 29 日 

参加資格：物品の販売「B、C、D」 

結  果：2 者の参加により予定価格（8,074,075 円税込）の制限の範囲内

の価格 7,382,188 円（税込）で「有限会社太陽商工」が落札。（落

札率 91％） 

（３）予定価格の積算 

①インターネットに掲載されている品は掲載されている中から安価な価格 

②過去に実績のある見積書の平均の価格 

③カタログ掲載の価格にこれまでの契約から算出した掛率を乗じた価格 

上記のいずれかを積算根拠とした。 

 

委   員： 落札率が高いが、事務機器の中で一番大きい価格の物は何か。 

事務補助者： シュレッダーで価格は〇円です。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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6 通番 2 

「受給資格者のしおり」他 6 件印刷・製本契約] 

（１） 内容 

雇用保険制度に対する理解を深め、正しい申告及び早期再就職を促すため 

に、必要なリーフレット等を印刷・製本する必要があるため、会計法第 29 条

の 3第 1項に基づき一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 1月 22 日～令和 3年 2月 5日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 2月 10 日 

参加資格：物品の製造「B、C、D」 

結  果：6者の参加により予定価格（4,163,621 円税込）の制限の範囲

内の価格 3,695,780 円（税込）で「株式会社近畿印刷センター」が落札。

（落札率 88％） 

（３）予定価格の積算 

   物価資料で算出した印刷料金に、過去の入札参加業者の入札金額の平均

から算出した掛率を乗じて予定価格とした。 

 

委   員： 2 番札社とその応札率はどうだったか。 

事務補助者： 2 番札は株式会社〇〇、価格は〇円、応札率は〇％です。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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7 通番 3 

[刈谷所自動窓口受付用機器等新規購入設置等契約] 

（１）内容 

職業相談部門で使用している自動窓口受付用機器がたびたび不具合を発

生し受付業務に支障をきたしている。また、耐用年数も経過しており、部品

調達も困難になってきていることから、会計法第 29 条の 3 第 1 項に基づき

一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 1月 21 日～令和 3年 2月 4日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 2月 12 日 

参加資格：物品の販売「A、B、C」 

結  果：2 者の参加により予定価格（4,925,830 円税込）の制限の範囲

内の価格4,895,000円（税込）で株式会社マルタケ商会が落札。

（落札率 99％） 

（３）予定価格の積算 

   インターネットにて価格が公表されていない品目については、メーカーよ

り聴取した参考見積に基づき積算した。 

 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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8 通番 4 

[オンライン体制整備及び雇用保険業務体制整備に係る PC 等購入契約]  

（１）内容 

氷河期世代や難治性疾患患者に対してもオンライン相談による支援を行

うよう厚生労働省より指示があり、体制整備のため、オンライン相談に必要

な PC 等の機器の購入が必要になった。 

 また、受給資格決定手続きの共通事項を説明するにあたり、職員ごとの説

明内容均一化、公平性及び求職者サービスの向上を目的として、名古屋市内

に先行導入しているタブレットを全所に配置する必要があり、PC 等を購入

するため会計法第 29 条の 3第 1項に基づき、一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 1月 27 日～令和 3年 2月 10 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 2月 17 日 

参加資格：物品の販売「A、B、C」 

結  果：4 者の参加により予定価格（4,539,878 円税込）の制限の範囲

内の価格 2,709,520 円（税込）で「シャープマーケティングジ

ャパン株式会社」が落札。（落札率 59％） 

（３）予定価格の積算 

メーカーHP、インターネット価格を積算根拠とした。 

 

委   員： PC のメーカー名は何か。 

事務補助者： FUJITSU です。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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9 通番 5 

[新型コロナウィルス感染症対策消耗品購入契約] 

（１）内容 

政府の新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針おいて、マスクの

着用、手指衛生等をより一層推進することとしており、緊急事態宣言は愛知

県も対象都道府県となりました。そのため、緊急事態宣言が延長される場合、

コロナ対策消耗品の需給が逼迫する可能性があると聴取した。 

職員、来庁者の安全を確保にコロナ対策消耗品を購入するため、会計法第

29 条の 3第 1項に基づき、一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 2月 5日～令和 3年 2月 15 日までの 10 日間 

開  札：令和 3年 2月 17 日 

参加資格：物品の販売「B、C、D」 

結  果：3 者の参加により予定価格（7,098,696 円税込）の制限の範囲

内の価格 5,069,486 円（税込）で「有限会社太陽商工」が落札。

（落札率 71％） 

（３）予定価格の積算 

インターネット価格を積算根拠とした。 

 

委   員： コロナ対策の消耗品とは具体的に何か。 

事務補助者： アルコール消毒液の詰め替え用と専用ポンプ容器及びアルコー

ル除菌ウェットティッシュです。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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10 通番 6 

[印刷機器等購入契約] 

（１）内容 

印刷機器等において、耐用年数の経過等により、使用中に頻繁に不具合が

起き、作業の遅滞が発生しているものがあった。今後の業務遂行において更

新の必要があると判断した機器を購入するため、会計法第 29 条の 3 第 1 項

に基づき、一般競争入札を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年１月 28 日～令和 3年 2月 12 日までの 15 日間 

開  札：令和 3年 2月 17 日 

参加資格：物品の販売「A、B、C」 

結  果：3 者の参加により予定価格（3,545,407 円税込）の制限の範囲

内の価格 3,410,000 円（税込）で「株式会社マルタケ商会」が

落札。（落札率 96％） 

（３）予定価格の積算 

機器等に関してはメーカー公表価格に過去の入札実績により算出した掛

率を乗じて算出した。 

 

委   員： 落札率が高いが、特殊な印刷機器だったのか。 

事務補助者： 一般に市販されている印刷機です。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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【随意契約】（物品・役務等） 

 

11 通番 1 

[令和 2年度労働者派遣事業及び請負事業の適正化に向けた資料の印刷・封入

作業及び各署所等への配布作業契約] 

（１）内容 

「令和 2年度労働者派遣事業及び請負事業の適正化に向けた研修会」を実

施するにあたり、当該研修時に配付する印刷物（次第、アンケート、研修資

料の冊子等）の印刷、封入作業及び各署所等への配送業務を委託することと

なった。 

予算決算及び会計令第 99条の 6により、3者から見積書を徴取した結果、

予定価格（2,455,894 円税込）の制限の範囲内で最も安価な価格を提示した

「株式会社もとすいんさつ」と 2,411,090 円（税込）で随意契約した。（98％） 

（２） 随意契約とした理由 

「予定価格が 250 万円を超えない製造」であり、会計法第 29 条の 3 第 5

項及び予算決算及び会計令第 99 条第 2 号の規定により、2 者以上の見積合

わせによる随意契約とした。 

（３）予定価格の積算 

   印刷料金、物価資料に基づき予定価格を積算した。 

 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 
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12 通番 7 

[名古屋中公共職業安定所他 14 所加湿空気清浄機購入契約] 

（１）内容 

新型コロナウィルス感染防止対策としては、マスクの着用、手指消毒の徹

底、こまめな換気等の基本動作の徹底を行っている。 

さらに、適度な保湿（湿度 40％以上を目安）が感染予防対策として有効と

されていることから、空気清浄機能付加湿器を購入するため、予算決算及び

会計令第 99 条の 6 により、3 者から見積書を徴取した結果、予定価格

（1,488,520 円税込）の制限の範囲内で最も安価な価格を提示した、株式会

社マルタケ商会と 1,488,520 円（税込）で随意契約した。（100％） 

 

（２）随意契約とした理由 

「予定価格が 160 万円を超えない財産を買い入れるとき」であり、会計法

第 29 条の 3 第 5 項及び予算決算及び会計令第 99 条第 3 号の規定により、2

者以上の見積合わせによる随意契約とした。 

 

（３）予定価格の積算 

   今年度の契約実績を参考に積算した。 

 

委   員： 加湿空気清浄機は何台購入したのか。また、設置基準（床面積

や人数）はあるのか。 

事務補助者： 購入台数は 17 台です。各安定所に最低 1台設置を基本とし

て、現在の設置状況や三密になりやすい環境であるか否かを考慮

しました。 

委   員： 本件契約については、問題のある所見は見受けられません。 

 


