
(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 0 件

　　・審議件数 0 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 46 件

　　・審議件数 10 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 8 件

　　うち、参加者が１者しかいないもの 3 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 52 件

　　・審議件数 1 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。）

低入札価格調査対象、契約金額500万円以上、1者応札、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4月1日～6月30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

　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8月26日（木）



別紙様式１
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

1 該当なし

2

3

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４月１日～令和3年６月３０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）

01通番1 1 瀬戸公共職業安定所冷却水
ポンプ更新工事

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年6月2日
和幸産業株式会社
大阪市北区西天満3丁目14
番16号

1120001072356
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥1,130,800 ¥1,034,000 91% 所見なし

2

3

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３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

1
令和３・４年度知多地域若者サ
ポートステーション事業（調達番
号83）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 NPO法人ICDS名古屋市天白区焼山1-704-2
1180005006362 総合評価落札方式 ¥54,293,828 ¥52,695,108 97% 1者 所見なし

2
令和３年度「マザーズ主催セミ
ナー」及び「マザーズジョブクラブ」に
係る出張託児業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

株式会社　明日香
神奈川県横浜市西区北幸一丁
目4番1号
天理ビル9F

5020001039881 一般競争入札 ¥1,697,642 ¥1,316,260 77% 1者

3 令和３年度トイレ空間メンテナン
ス業務等委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
日本カルミック株式会社
東京都千代田区九段南一丁目
5番10号

8010001032991 一般競争入札 ¥2,071,555 ¥1,379,125 66% 1者

4 令和３年度機密文書収取運搬
処理業務委託等単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社　三佳
愛知県一宮市丹陽町九日市場
字横枕1265-1

9180001083852 一般競争入札 ¥2,186,862 ¥1,634,446 74% 3者

5 令和3年度段ボール購入単価契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社　横井包装
犬山市大字羽黒新田字九右エ
門屋敷15-1

4180001081547 一般競争入札 ¥2,775,729 ¥1,636,219 58% 4者

6 令和３年度色上質紙・基準行政
システム用紙購入単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　隆陽社名古屋市熱田区旗屋1-6-11
9180001023098 一般競争入札 ¥2,035,115 ¥1,727,231 84% 1者

7 令和３年度官用車車検及び定
期点検他委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
オーモリニッセキ株式会社
愛知県一宮市丹陽町九日市場
字中田129

1180001085096 一般競争入札 ¥2,432,273 ¥1,870,330 76% 1者

8 令和３年度自家用電気工作物
保安管理業務等委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社　エレックス極東
名古屋市天白区島田三丁目
608番地の1

7180001023463 一般競争入札 ¥3,304,241 ¥2,574,000 77% 2者

02通番9 9
令和３年度各労働基準監督署
及び各公共職業安定所等機械
警備業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前一丁目5
番1号

6011001035920 一般競争入札 ¥4,075,854 ¥2,767,166 67% 1者 所見なし

10 令和３年度理想科学工業製高
速印刷機保守契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥3,383,160 ¥2,905,320 85% 1者

※　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３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

11
令和３年度愛知労働局富士ゼ
ロックス製複合機保守業務委託
単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥15,974,732 ¥14,670,387 91% 2者

12 令和3年度デュプロ製印刷機イン
ク等消耗品購入単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥3,659,375 ¥3,380,355 92% 2者

13
令和３年度豊橋公共職業安定
所他5署所日常・定期清掃業務
委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社総合管理
名古屋市東区豊前町3丁目43
番6号

6180001090752 一般競争入札 ¥3,810,955 ¥3,456,200 90% 3者

03通番14 14 令和３度愛知県との一体的実施
事業における委託事業

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　学情大阪府大阪市北区梅田2-5-10
3120001047728 一般競争入札 ¥17,650,521 ¥15,895,000 90% 3者 所見なし

15
令和３年度一宮労働総合庁舎
他5署所日常・定期清掃業務委
託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社マーケットマネージメント名古屋市西区鳥見町1-15
2180001062334 一般競争入札 ¥5,206,325 ¥3,958,834 76% 3者

16 令和３年度若年者地域連携事
業委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

公益財団法人　愛知県労働協
会
名古屋市中村区名駅四丁目4
番38号

5180005004783 総合評価落札方式 ¥25,339,667 ¥23,499,300 92% 2者

04通番17 17
令和３年度愛知労働局ネット
ワーク（IP電話通信網）保守関
連業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥4,710,730 ¥4,618,680 98% 1者 所見なし

18

令和3年度愛知労働局「一般定
期健康診断及び特殊健康診
断」、「労働基準監督官採用試
験身体検査」業務委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 一般財団法人　公衆保健協会名古屋市中村区黄金通2-45-2
2180005004811 一般競争入札 ¥25,472,452 ¥24,379,080 95%

1者
公共調達案件 所見なし

19
令和３年度岡崎公共職業安定
所他8署所及び半田地方合同庁
舎日常・定期清掃業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
キョウワプロテック株式会社
福島市五月町3-20（協和第一
ビル内）

3380001000405 一般競争入札 ¥6,484,517 ¥5,572,490 85% 2者

05通番20 20

令和３年度中小企業・小規模事
業者等に対する働き方改革推進
支援事業（窓口相談・セミナー等
による支援）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
キムラユニティー株式会社
名古屋市中区錦三丁目8番32
号

3180001035446 総合評価落札方式 ¥62,470,391 ¥32,911,483 52% 2者
低入札 所見なし

※　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３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

21 令和３年度就職支援セミナー事
業委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
特定非営利活動法人　社会教
育ネット
名古屋市中区錦1-20-8

4180005005642 一般競争入札 ¥6,598,907 ¥6,391,528 96% 1者

22
令和３・４年度春日井地域若者
サポートステーション事業（調達番
号82）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ
東京都豊島区池袋1丁目44-3
池袋ISPタマビル

3013305000743 総合評価落札方式 ¥43,257,070 ¥42,613,916 98% 1者 所見なし

06通番23 23
令和3年度愛知労働局事務用
消耗品及び衛生消耗品等購入
単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥50,427,700 ¥42,684,163 84% 2者

政府調達案件 所見なし

24 令和３年度物品集荷運送業務
等委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

日本郵便　株式会社　名古屋中
郵便局
愛知県名古屋市中区大須三丁
目1番10号

1010001112577 一般競争入札 ¥9,606,143 ¥6,601,630 68% 3者

25 令和３年度愛知労働局リコー製
複合機保守業務委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　栗田商会名古屋市中区上前津2-11-1
4180001028044 一般競争入札 ¥43,272,490 ¥42,876,147 99% 1者 所見なし

26
介護分野における人材確保のため
の雇用管理改善推進事業（愛
知県）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　タスクールＰｌｕｓ名古屋市千種区千種通7-25-1
5180001115849 総合評価落札方式 ¥10,377,455 ¥6,737,038 64% 3者

07通番27 27
訓練受講希望者等に対するジョ
ブ・カード作成支援推進事業委託
契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

株式会社　日本能率協会マネジ
メントセンター
東京都中央区日本橋２丁目７
番１号東京日本橋タワー

6010401023056 総合評価落札方式 ¥47,953,027 ¥44,071,500 91% 2者 所見なし

28 令和３年度愛知労働局車両賃
貸借単価契約（1コース）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
ジャパンレンタカ―株式会社
名古屋市中区栄１丁目２５番
７号

3180001036915 総合評価落札方式 ¥11,143,605 ¥6,989,950 62% 2者

29
令和３・４年度知立地域若者サ
ポートステーション事業（調達番
号79）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
一般社団法人　ＨＡＴＯ
豊田市宮上町７丁目２５番地
４０１

9180305009157 総合評価落札方式 ¥47,755,516 ¥44,442,200 93% 1者 所見なし

30 令和３年度業務用封筒購入単
価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 有限会社　土井印刷和歌山県和歌山市西浜768-9
6170002002591 一般競争入札 ¥8,305,660 ¥7,082,966 85% 4者

※　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３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

31
令和３・４年度豊橋地域若者サ
ポートステーション事業（調達番
号80）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 特定非営利活動法人いまから豊橋市東橋良町25番地1
2180305004296 総合評価落札方式 ¥54,293,828 ¥47,712,552 87% 1者 所見なし

32 令和３年度名古屋南所他9署
所日常・定期清掃業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社マーケットマネージメント名古屋市西区鳥見町1-15
2180001062334 一般競争入札 ¥9,267,044 ¥8,229,181 88% 4者

33
令和３・４年度蒲郡地域若者サ
ポートステーション事業(調達番号
77）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
青少年自立援助センター　北斗
寮
蒲郡市三谷北通5-141

9180305004100 総合評価落札方式 ¥70,451,246 ¥67,057,144 95% 1者 所見なし

34 令和３年度プリンタートナー等消
耗品購入単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　井上企画東京都町田市本町田3275-12
3012301002860 一般競争入札 ¥9,756,195 ¥8,975,934 92% 3者

35
令和３・４年度一宮地域若者サ
ポートステーション事業（調達番
号81）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ
東京都豊島区池袋1丁目44-3
池袋ISPタマビル

3013305000743 総合評価落札方式 ¥81,488,008 ¥79,343,302 97% 1者 所見なし

36 令和３年度理想科学工業製印
刷機インク購入単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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 ¥9,722,009 ¥9,610,062 98% 2者

08通番37 37
令和3年度愛知労働局駐車場
交通誘導及び常駐警備業務等
委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社　ジャスティス・サポート
兵庫県伊丹市北本町１丁目３
１２番地

9140001080746 一般競争入札 ¥96,003,818 ¥93,720,000 97%
3者

公共調達案件 所見なし

38
令和３年度愛知労働局管轄5
所における安全サポートスタッフ業
務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

株式会社　明日香
神奈川県横浜市西区北幸一丁
目4番1号
天理ビル9F

5020001039881 一般競争入札 ¥9,648,595 ¥9,637,584 99% 1者

09通番39 39
令和３・４年度名古屋地域若者
サポートステーション事業(調達番
号78）

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 NPO法人ICDS名古屋市天白区焼山1-704-2
1180005006362 総合評価落札方式 ¥102,808,064 ¥95,021,044 92% 1者 所見なし 所見なし

40
令和3年度愛知労働局管轄26
官署空調設備機器等保守業務
委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
和幸産業株式会社
大阪府大阪市北区西天満3-
14-16

1120001072356 一般競争入札 ¥12,952,500 ¥10,967,000 84%
2者

公共調達案件

※　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３
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

41 令和３年度労働保険年度更新
業務に係る派遣単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年5月10日
株式会社　バックスグループ
東京都渋谷区恵比寿１丁目１
９番１９号

3011001018770 一般競争入札 ¥9,774,903 ¥8,112,381 82% 7者

42 令和３年度愛知労働局管轄署
所窓口用パーテーション購入契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年5月28日
中哲合同会社
東京都足立区六月３丁目７番
１２号５０５

8011803002785 一般競争入札 ¥7,772,586 ¥6,432,615 82% 10者

43
令和３年度就職氷河期世代活
躍支援都道府県プラットフォームを
活用した支援事業

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年6月11日
ヒューマンアカデミー株式会社
東京都新宿区西新宿七丁目5
番25号

4011101055952 総合評価落札方式 ¥17,447,922 ¥14,850,000 85% 3者

10通番44 44 「受給資格者のしおり」他１４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
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年6月11日
株式会社　近畿印刷センター
大阪府柏原市本郷五丁目６番
２５号

9122001020881 一般競争入札 ¥7,508,988 ¥5,366,900 71% 4者 所見なし

45
春日井公共職業安定所庁舎移
転に伴う新規什器購入及び移設
作業等契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年6月18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 ¥14,743,862 ¥11,528,000 78% 2者
公共調達案件

11通番46 46
新型コロナウィルス感染症対応休
業支援金等関連業務に係る派遣
単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年6月25日
株式会社マイナビワークス
東京都新宿区西新宿１丁目６
番１号

1011101078898 一般競争入札 ¥7,487,040 ¥6,742,560 90% 13者 所見なし

※　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４月１日～令和3年６月３０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）

1 愛知労働局名古屋中公共職
業安定所他建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 豊島株式会社
一宮市せんい二丁目5番11号

2180001083272

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥434,257,428 ¥434,257,428 100% 1者

2 不安定就労者再チャレンジ支援
事業

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
ヒューマンアカデミー株式会社
東京都新宿区西新宿七丁目5
番25号

4011101055952

一般競争入札になじまないもののた
め、複数の者から企画書を提出さ
せ、その内容や事業の実施効果等
が最も期待できるものを選定する企
画競争方式を採用する。

¥284,409,000 ¥284,409,000 100% 2者 所見なし

3

愛知労働局広小路庁舎・名古
屋北労働基準監督署労災業
務センター庁舎建物賃貸借契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

ジャパンリアルエステイト投資法
人
東京都千代田区大手町一丁
目1番1号

2010005005479

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥136,610,424 ¥136,610,424 100% 1者

4

あいち雇用助成室事務室及び
書庫スペース（名駅Ｍｉｎａ
ｍｉ－Ｏｎｅビル）賃貸借契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
アジアライフ１合同会社
東京都港区虎ノ門三丁目22
番10-201号

7010403021494

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥87,108,912 ¥87,108,912 100% 1者

5 令和３年度高齢者活躍人材
確保育成事業委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

公益社団法人愛知県シルバー
人材センター連合会
名古屋市中区三の丸三丁目
２番１号

1180005014489 欄外参照 ¥76,542,000 ¥76,542,000 100% 1者

6 エフリードビル建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　エフリード
名古屋市中区錦2-11-6

8180001034716

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥45,936,000 ¥45,936,000 100% 1者

7
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

社会福祉法人　共生福祉会
（なごや）
名古屋市北区大曽根４－７
－２８

5180005002770 欄外参照 ¥39,373,197 ¥39,366,811 99% 1者

8
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　養楽福祉会
春日井市廻間町字神屋洞７
０３－１

9180005008236 欄外参照 ¥32,275,950 ¥32,215,000 99% 1者

9 令和３年度医療労務管理支
援事業委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
公益社団法人愛知県医師会
名古屋市中区栄4-14-28 8180005005003 欄外参照 ¥31,380,230 ¥31,380,230 100% 1者

10
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　愛光園
知多郡東浦町緒川東米田３
３－３

6180005011762 欄外参照 ¥29,010,895 ¥29,003,000 99% 1者

※　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）

通番９

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能（「医療勤務環境

改善支援センター」（以下「支援センター」という。））の運用については、愛知県が地

域の医療関係団体に委託して設置し、運営全般を実施するものであり、労働局にお

いては、支援センターの運営業務の一部である労務管理支援業務を行うものである。

よって、契約の性質又は目的が競争を許さないものと判断されるため、会計２９条の

通番５

高齢者雇用安定法において、「高年齢者退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその

他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習」については、

シルバー人材センターが行うこととされている。現在、各都道府県において、知事が指定する

シルバー人材センターは全都道府県とも、各都道府県のシルバー人材センター連合会が指

定されていることから、会計法第２９条の３第４項に該当



別紙様式４
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 社会福祉法人　樫の木福祉会
一宮市冨田字砂原２１４７

1180005009646 欄外参照 ¥27,043,439 ¥25,567,000 94% 1者

12
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　豊田市福祉事
業団
豊田市西山町２－１９

5180305005358 欄外参照 ¥25,489,750 ¥25,475,000 99% 1者

13
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　ひまわり福祉会
尾張旭市上の山町間口２５
８４・２５８９－２

7180005008964 欄外参照 ¥25,518,906 ¥25,445,000 99% 1者

14
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　岩崎学園
豊橋市岩崎町字利兵７１番
地

5180305002413 欄外参照 ¥23,457,271 ¥23,387,000 99% 1者

15
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
特定非営利活動法人くるくる
愛知県刈谷市新栄町７－７
３

7180305005091 欄外参照 ¥20,772,940 ¥20,172,000 97% 1者

16
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

社会福祉法人名古屋ライトハウ
ス
名古屋市昭和区川名本町１
－２

6180005002828 欄外参照 ¥19,847,186 ¥19,656,000 99% 1者

17
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
社会福祉法人　愛恵協会
岡崎市舞木町字小井沢４－
１

3180305000831 欄外参照 ¥18,213,911 ¥18,210,000 99% 1者

18
令和３年度愛知労働局名古
屋中公共職業安定所他清掃
業務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社リッチライフ
名古屋市中区錦二丁目15番
15号

5180001063932
入居ビルより当該業務の委託先
が指定されているため、会計法
第２９条の３第４項に該当

¥15,041,514 ¥14,539,324 96% 1者

19
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

社会福祉法人　共生福祉会
（尾張中部）
名古屋市北区大曽根４－７
－２８

5180005002770 欄外参照 ¥14,368,762 ¥13,640,000 94% 1者

20
令和３年度障害者就業・生活
支援センター事業（雇用安定
等事業）委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 社会福祉法人　新城福祉会
新城市矢部字本並４８番地

9180305007846 欄外参照 ¥14,127,984 ¥13,469,000 95% 1者

※　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）

通番７、８、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１９、２０

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項によ

り、都道府県知事が障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他

厚生労働省令で定める法人を指定することとされている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県知事に指定され、かつ当該地域における本事業の

受託者として都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計法第２９条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さない場合）に該当するもので

ある。



別紙様式４
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

21 令和３年度愛知労働局エフ
リードビル什器使用契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　エフリード
名古屋市中区錦2-11-6

8180001034716

什器等を入れ替えることとした場合、什器等の撤去及
び設置に係る作業が必要となり、多額の費用が必要と
なること、また、当該作業実施にあたり一定時間当該
什器等が使用不可となり雇用調整助成金支給業務
等に支障が出ることから、会計法第２９条の３第４項
に該当

¥11,459,448 ¥11,161,348 97% 1者

22
令和３年度愛知労働局名古
屋中公共職業安定所他常駐
警備業務等委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
中京綜合警備保障株式会社
名古屋市中区栄三丁目35番
1号

4180001038027
入居ビルより当該業務の委託先
が指定されているため、会計法
第２９条の３第４項に該当

¥9,596,400 ¥9,596,400 100% 1者

23 令和３年度行政文書保管業
務委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

三井倉庫ビジネスパートナーズ
株式会社
東京都港区海岸三丁目２２
番２３号

7010401046378

現に書類を保管しているトランクルームの管理・
使用にかかる契約であり、これを変更する場
合、管理書類の移送並びに管理方法の再整
理を行わなければならず、膨大な時間と多額の
費用が生じると思料され、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥7,665,213 ¥7,665,213 100% 1者

24 ハローワークプラザなるみ建物賃
貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
名鉄産業株式会社
名古屋市南区前浜通７－２
８

5180001015677

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥6,692,400 ¥6,692,400 100% 1者

25 令和３年度刈谷公共職業安
定所土地使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 刈谷市長
刈谷市東陽町1－1

5000020232106
刈谷市からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥6,351,753 ¥6,351,753 100% 1者

26
豊橋公共職業安定所（倉
庫）及び豊橋外国人職業相
談センター建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 個人所有

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥6,282,432 ¥6,282,432 100% 1者

27 一宮労働総合庁舎駐車場土
地賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 サン・ファイン株式会社
一宮市八幡5-1-108

3180001082802

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥5,544,000 ¥5,544,000 100% 1者

28
名古屋南公共職業安定所会
議室（MEINANビル）建物賃
貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　甲子寅
名古屋市熱田区日向3-13-2

8180001010031

雇用保険失業給付初回説明会会場として使
用することを目的としているため、庁舎との位置
関係、利用者の便、円滑に運営できる面積を
有している等、他の物件では代替が不可能な
ため、会計法第29条の3第4項に該当

¥5,280,000 ¥5,280,000 100% 1者

29
令和３年度あいち雇用助成室
（審査センター）書庫等賃貸
借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町18-
21

6120001061197

現に使用している書庫等を入れ替えることとした場合、
書庫等の撤去及び設置に係る作業が必要となり、多
額の費用が必要となること、また、当該作業にあたり一
定時間当該書庫等が使用不可となり雇用調整助成
金支給業務等に支障が生じるため、会計法第29条の
3第4項に該当

¥870,045 ¥832,370 95% 1者

30 愛知労働局名古屋中公共職
業安定所他駐車場使用契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 豊島株式会社
一宮市せんい二丁目5番11号

2180001083272

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥4,620,000 ¥4,620,000 100% 1者

※　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」。

公共調達審監視委員会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４月１日～令和3年６月３０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）

31
令和３年度刈谷公共職業安
定所他１３所における行政文
書保管業務委託単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
東海倉庫株式会社名古屋営
業所
名古屋市中川区清船町2-1

9180001083191

現に書類を保管しているトランクルームの管理・
使用にかかる契約であり、これを変更する場
合、管理書類の移送並びに管理方法の再整
理を行わなければならず、膨大な時間と多額の
費用が生じると思料され、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥4,440,948 ¥4,440,948 100% 1者

32
名古屋南公共職業安定所港
湾労働課庁舎建物賃貸借契
約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 個人所有

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥3,887,088 ¥3,887,088 100% 1者

33 令和３年度あいち雇用助成室
建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
小出ビジネスオフィス有限会社
名古屋市中区錦2丁目11番
25号

6180002030716

現に使用している建物の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥3,432,000 ¥3,432,000 100% 1者

34 愛知労働局広小路庁舎駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

ジャパンリアルエステイト投資法
人
東京都千代田区大手町一丁
目1番1号

2010005005479

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥2,663,760 ¥2,663,760 100% 1者

35 令和３年度一宮公共職業安
定所他3所プレハブレンタル契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

日東工営株式会社　名古屋支
店
名古屋市中村区名駅4-2-11
ナビタ名灯ビル

3011101054807

現に使用している物件の使用料
であるため、所有者でなければ
契約不可能であり、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥2,640,220 ¥2,640,220 100% 1者

36 令和３年度新城公共職業安
定所土地使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 新城市長
新城市東入船115番地

7000020232211
新城市からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥2,627,867 ¥2,627,867 100% 1者

37 刈谷公共職業安定所来所者
用駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 刈谷機械工業協同組合
刈谷市日高町4-101

3180305005038

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥2,549,250 ¥2,549,250 100% 1者

38 津島公共職業安定所来所者
用駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 個人所有

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥2,319,432 ¥2,319,432 100% 1者

39 令和３年度豊川公共職業安
定所蒲郡出張所土地使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 蒲郡市長
蒲郡市旭町17－1

3000020232149
蒲郡市からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥2,153,918 ¥2,153,918 100% 1者

40
愛知県産業労働センター17階
（あいち労働総合支援フロア就
労支援コーナー）使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 愛知県知事
名古屋市中区三の丸3－1－2

1000020230006
愛知県からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥1,921,260 ¥1,921,260 100% 1者

※　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４月１日～令和3年６月３０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）

41 瀬戸公共職業安定所来所者
用駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 個人所有

現に使用している駐車場の使用料
であるため、所有者でなければ契約
不可能であり、会計法第２９条の
３第４項に該当

¥1,774,080 ¥1,774,080 100% 1者

42
令和３年度あいち雇用助成室
（審査センター）等什器等賃
貸借契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日

株式会社　レンタルバスターズ
東京都中央区日本橋室町3-
3-3
ＣＭビル3Ｆ

8010001165552

什器等を入れ替えることとした場合、什器等の撤去及
び設置に係る作業が必要となり、多額の費用が必要と
なること、また、当該作業実施にあたり一定時間当該
什器等が使用不可となり雇用調整助成金支給業務
等に支障が出ることから、会計法第２９条の３第４項
に該当

¥1,715,450 ¥1,715,450 100% 1者

43
統計業務支援、業務支援、児童
手当、非常勤、マイナンバー管理シ
ステムのソフトウェアサポート及び許
諾プログラム使用契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1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
システムの版権を所有する業者
との契約となるため、会計法第
２９条の３第４項に該当

¥1,676,400 ¥1,676,400 100% 1者

44 エフリードビル電話機器一式使
用契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 株式会社　エフリード
名古屋市中区錦2-11-6

8180001034716 欄外参照 ¥2,385,680 ¥1,580,612 66% 1者

45
名古屋市中小企業振興会館6
階事務室（なごやジョブサポート
センター）使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
名古屋市長
名古屋市中区三の丸３－１
－１

3000020231002
名古屋市からの借受であり会計
法第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥1,435,200 ¥1,435,200 100% 1者

46 令和３年度刈谷公共職業安
定所碧南出張所土地使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 愛知県知事
名古屋市中区三の丸3－1－2

1000020230006
愛知県からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥1,293,599 ¥1,293,599 100% 1者

47
令和３年度豊川公共職業安
定所蒲郡出張所他1所空調設
備動力用灯油購入単価契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
マルシメ株式会社
豊橋市下五井町字沖田161
番地の1

6180301007191
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,280,526 ¥1,189,188 92% 1者

48
令和３年度春日井公共職業
安定所外来者用駐車場使用
料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 春日井市土地開発公社
春日井市鳥居松町5－44

8180005008336

春日井市の公益法人からの借
受であり会計法第２９条の３
第５項に該当（予決令第９９
条１６号）

¥1,073,100 ¥1,073,100 100% 1者

49 令和３年度春日井公共職業
安定所電力供給契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
株式会社　Ｖ－Ｐｏｗｅｒ
東京都品川区東品川三丁目
６番５号

2010701025128
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条３
号）

¥1,341,043 ¥1,001,300 74% 1者

50 豊田市就労支援室（Ａ館Ｔ
－ＦＡＣＥ９階）使用料

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日 豊田市長
豊田市西町3-60

5000020232114
豊田市からの借受であり会計法
第２９条の３第５項に該当
（予決令第９９条１６号）

¥955,356 ¥955,356 100% 1者

※　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）

通番４４

電話機器を入れ替えることとした場合、電話機器の撤去及び設置に係る作業が必要となり、

多額の費用が必要となること、また、当該作業実施にあたり一定時間当該電話機器が使用

不可となり新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金及び雇用調整助成金支給業

務等に多大な支障が出ることから、現在の契約業者と契約を締結することとする。



別紙様式４
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年４月１日～令和3年６月３０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）

51
令和３年度あいち雇用助成室
（審査センター）日常清掃業
務委託契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月1日
野村不動産パートナーズ　株式
会社　名古屋支店
名古屋市中区錦2-19-6

8011101017057
入居ビルより当該業務の委託先
が指定されているため、会計法
第２９条の３第４項に該当

¥1,986,600 ¥1,980,000 99% 1者

12通番52 52 周知用冊子「求人申込から採
用まで」作成・印刷契約

支出負担行為担当官
愛知労働局総務部長
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年4月7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）

¥1,349,782 ¥974,380 72% 3者 所見なし 所見なし

※　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２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８月２６日（木） 
方 法：持ち回り開催 

 
１．開催方法について 
   全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染防止の観点から

持ち回り開催とすることを委員に諮り、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７月２７日に開催された第２回公共調達審査

会の結果報告として、「抽出案件１１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４月１日から同年６月３０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９９件中、公共工事の競争入札０件、公共工事の随意契約１件、物

品･役務等の競争入札１０件、物品･役務等の随意契約１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 

契約等補助担当者より審議対象契約についてその内容の説明を行い、

各委員からの質問等について回答がなされた。（審議内容は「令和３度

第２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１１月２９日を予定した。 
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【随意契約】（工事） 

 

1 通番 1 

[瀬戸公共職業安定所冷却水ポンプ更新工事] 

（１）内容 

瀬戸公共職業安定所において、庁舎１階機械室内の冷却水ポンプが、モー

ターの劣化に起因して絶縁抵抗不良を起こし作動しておらず、それに伴い空

調が稼働できない状況になっていた。 

空調を稼働させるため、冷却水ポンプの更新が必要となったため、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（1,130,800円税込）の制限の範囲内で最も安価な価格であった、1,034,000

円（税込）で和幸産業株式会社と随意契約した。（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：  予定価格の参考見積を徴した 2者のうちの 1者が契約者か。 

事務補助者：  はい、結果的にそのようになりました。 

委   員：  なぜ、このような低額の工事を大阪の工事業者と随意契約を結

んだのか。また、見積書を徴した 3者はどこか。 

事務補助者：  契約者の本社は大阪ですが、中部支店が名古屋にあります。今

回の契約内容は空調設備機器の一部ですので、年間契約「令和 3

年度愛知労働局管轄 26 官署空調設備機器等保守業務委託契約」

締結相手でもある契約者にも声掛けを行いました。 

       見積書を徴した 3 者は和幸産業株式会社と〇〇株式会社と株式

会社〇〇です。 

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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【競争入札】（物品・役務等） 

 

2 通番 9 

[令和 3年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所等機械警備業務委託契約] 

（１）内容 

各労働基準監督署及び各公共職業安定所（他省庁等が入居する合同庁舎に

入居している名古屋北署、刈谷署、豊橋署所、岡崎署所以外について）にお

いて、対象施設の火災・盗難を防止するとともに、その他の不良行為を排除

し、財産の保全をはかり、業務の円滑な運営に寄与することを目的として、

機械警備装置を設置するため、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 1日～令和 3年 2月 17 日までの 16 日間 

開  札：令和 3年 2月 22 日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C、D」 

結  果：1者の参加により予定価格（4,075,854 円税込）の制限の範囲 

内の価格 2,767,166 円（税込）で「セコム株式会社」が落札。 

（67％） 

（３）予定価格の積算 

過去の契約における、月々の機械警備費及び積算資料を積算根拠とした。 

 

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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3 通番 14 

[令和 3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業] 

（１）内容 

国（愛知労働局）と地方公共団体（愛知県）が一体となって地域の実情に

応じた雇用対策を実施することを目的とした事業を委託するため、会計法第

29 条の 3第 1項に基づき、一般競争を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 2月 17 日～令和 3年 3月 11 日までの 22 日間 

開  札：令和 3年 3月 17 日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C、D」 

結  果：3者の参加により予定価格（17,650,521 円税込）の制限の範囲 

内の価格 15,895,000 円（税込）で「株式会社学情」が落札。 

（90％） 

（３）予定価格の積算 

 厚生労働省より示された「令和 3年度の一体的実施事業における委託事業

の所要見込額等について」における算定基準及び過去の契約実績を参考に予

定価格を積算した。 

 

委   員：  愛知県との一体的実施事業とはどのような事業で何を委託した

のか。 

事務補助者：  本件事業は愛知県が誘致した企業、愛知県が重点的に育成して

いる産業の企業、地域の人手不足分野の企業及び子育て中の方に

配慮のある企業、その他、特に重点的に求人充足を図る必要があ

る企業を対象とした、地域の雇用改善を図ることを目的とした事

業になっております。 

運営を委託するのは、1 つ目は合同就職面接会・セミナーで、

契約期間内に 2回、各回 70 企業、200 人の参加者目標としてい

ます。2つ目は企業見学会で、契約期間内に 6回、各回 2 企業、

10 人の参加者目標としています。3つ目は職場体験で、契約期間

内に 4 回、各回 1企業、3人の参加者目標としています。4つ目

は就職ミニ面接会（説明会）で、契約期間内に 4回、各回 5 企業

以上、20 人の参加者目標としています。 

       対象としている企業は、1つ目はユースエール認定企業、愛知

ブランド企業、愛知県ファミリー・フレンドリー企業です。2 つ

目は愛知県内を就業場所とする正社員求人を公共職業安定所に提

出している又は提出予定の企業です。3 つ目はくるみん認定企業
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など子育て中の方に配慮のある企業です。4つ目はえるぼし認定

企業など女性活躍推進法に基づく取り組みを実施中の企業です。 

委   員： 落札率が 90％と高い理由は何か。 

事務補助者： 落札率が高くなった理由については、本件事業内容から予定価

格を作成するにあたり、過去の契約実績を基準に積算している部

分が多いためと考えられます。 

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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4 通番 17 

[令和 3年度愛知労働局ネットワーク（ＩＰ電話通信網）保守関連業務委託契約] 

（１）内容 

愛知労働局・管下労働基準監督署・管下公共職業安定所及び付属施設のネ

ットワーク（IP 電話通信網）におけるネットワーク機器のハードウェア及び

ソフトウェア等の正常な運転と運用を維持するための保守関連業務の契約

を締結するため、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 9日～令和 3年 2月 25 日までの 16 日間 

開  札：令和 3年 3月 2日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C、D」 

結  果：１者の参加により予定価格（4,710,730 円税込）の制限の範囲 

内の価格 4,618,680 円（税込）で株式会社フューチャーインが 

落札。（98％） 

（３）予定価格の積算 

ネットワーク保守については、前年度実績を参考に算出し、機器設定費は

インターネットによる価格により算出し予定価格を積算した。 

 

委   員：  落札率が 98％と高いが、契約の性質上、本件は随意契約とはな

らないのか。 

事務補助者：  会計法 29 条の 3 第 4項に、契約の性質及び目的が競争を許さ

ない場合は随意契約によるものとするとありますが、本件契約内

容は技術上、他社ができないことではありませんので、競争に付

する必要があるものと考えられます。 

       落札率が高くなった理由については、機器の設定はインターネ

ット価格、ネットワーク保守は前年度実績を参考に予定価格を積

算したためと考えられます。 

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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5 通番 20 

[令和 3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（窓口

相談・セミナー等による支援）] 

（１）内容 

中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の是正、同一労働同一賃

金の実現、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等に向けた取組を

支援するための技術的な相談支援を目的とする事業を委託するため、会計法

第 29 条の 3 第 1 項に基づき、一般競争入札（総合評価落札方式）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 15 日までの 24 日間 

開  札：令和 3年 3月 4日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C」 

結  果：2者の参加により予定価格（62,470,391 円税込）の制限の範囲 

内の価格で入札し、かつ、総合評価点が最も高かった「キムラユ 

ニティー株式会社」が 32,911,483 円（税込）で落札。（52％） 

（３）予定価格の積算 

 厚生労働省より示された「令和 3年度中小企業・小規模事業者に対する働

き方改革推進支援事業に係る委託費の予算配賦予定額について」及び仕様書

に基づき予定価格を積算した。 

 

委   員：  2 者のうち他の 1 者はどこか。 

事務補助者：  他の 1者は〇〇です。 

委   員：  低入札となった理由は何か。 

事務補助者：  予定価格の 60％未満の落札価格であったため、低入札価格調査

を実施しました。低入札価格調査を実施した結果、備品、什器、

消耗品などは受託者の本体事業から流用可能であること、広告費

も新規作成ではなく更新で対応可能であり経費を抑えられるこ

と、セミナー会場借料について受託者の会場を利用するため計上

されていないことなどが理由であると判明しました。このことに

ついて、仕様書の最低限の要件は満たしており、妥当な積算がな

されているものと認められます。また、履行体制、センター長及

び専門家につきましては、中小企業診断士や社会保険労務士等の

複数の有資格者による提案がされており、適正な履行体制である

と認められたため契約を締結いたしました。 
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委   員： 2 者の総合評価点の明細を明らかにされたい。落札者と他者と

どのような評価差があったのか。落札者はここ毎年連続して受注

しているが、前年度の受注者ということで安易に評価していない

か。 

事務補助者： 担当部署において、提案書技術審査委員会を設置しておりま

す。審査委員は 4 名で、外部有識者 2名、内部 2名の構成となっ

ています。提案書技術審査会の設置要綱に示した提案書技術審査

委員会の設置要綱に示した評価項目により評価を行っておりま

す。得点配分としては、技術点 200 点、価格点 100 点となってい

ます。評価項目としては、事業実施体制、委託内容の運営方法、

事業に対する実績等になります。 

今回の総合評価の結果は、落札者が合計点〇点、技術点〇点、

入札金額 29,919,530 円、価格点〇点、総合評価点〇点でした。

また、もう 1者の〇〇は合計点〇点、技術点〇点、入札金額〇

円、価格点〇点、総合評価点〇点でした。なお、価格点計算式は

1－入札額/予定価格×100 です。 

委託内容は 1つ目が働き方改革推進支援センターの開設。2つ

目が働き方改革推進センターの周知及び利用勧奨。3つ目が労務

管理等の専門家による電話、メール、来所相談による個別相談対

応。4 つ目が各地域の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

等と連携を図った、働き方改革の推進に資するセミナーの開催及

び個別相談会の実施。5 つ目が厚生労働省本省が行う専門家派遣

事業。6つ目が地域の実情に応じた中小企業、小規模事業者への

プッシュ型開拓等。プッシュ型開拓等は受託者の企画立案に基づ

く企業訪問による開拓等です。 

落札者については、厚生労働省労働基準局との間で就業環境整

備・改善支援事業の契約実績があります。事業内容はセミナー、

訪問指導等になります。 

委   員： 支援事業として落札者が前年行った内容と実績はどのようなも

のであったか。 

事務補助者： 支援事業の昨年度実績はお示しした資料のとおりです。東京局

及び大阪局の大局と比較しても適正に業務が行われているものと

認識しております。 

委   員： 昨年度実績を見ると、セミナー開催件数が 12 月が 31 件、1 月

が 34 件、3月が 33 件というように、毎日実施していたとして

も、オーバーしてしまうような件数となっている。実績報告の内

容をどの程度チェックしているか。 
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事務補助者： セミナー開催に係る実績報告の内容につきましては、受託者が

開設する働き方改革推進センターが主催し、1 回あたり 90 分構成

でオンライン会議形式により実施するものがあり、1日に 2回実

施した実績もあります。さらに当局、例えば出先の労働基準監督

署等や商工会議所などの事業主団体等が主催し、受託者がこれに

講師を派遣し、行政施設や外部会場において開催するというよう

に、1 日で複数の会議を機動的に実施しており、これらの開催状

況について全件報告を受けています。 

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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6 通番 23 

[令和 3年度愛知労働局事務用消耗品及び衛生消耗品等購入単価契約] 

（１）内容 

愛知労働局各課室、各労働基準監督署・各公共職業安定所において使用す

る事務用消耗品及び衛生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 1月 5日～令和 3年 2月 26 日までの 52 日間 

開  札：令和 3年 3月 18 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（50,427,700 円税込）の制限の範囲 

内の価格 42,684,163 円（税込）で「有限会社太陽商工」が落札。 

（84％） 

（３）予定価格の積算 

 過去の契約実績を参考に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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7 通番 27 

[訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約] 

（１）内容 

訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニングを促し、

職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、

公共職業安定所においてキャリアコンサルティングを行うための体制整備

を行うことで、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進

することを目的とした事業を委託するため、会計法第 29 条の 3 第 1 項に基

づき、一般競争入札（総合評価落札方式）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 19 日までの 28 日間 

開  札：令和 3年 3月 11 日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C」 

結  果：2者の参加により予定価格（47,953,027 円税込）の制限の範囲 

内の価格 44,071,500 円（税込）で「株式会社日本能率協会マネ 

ジメントセンター」が落札。（91％） 

（３）予定価格の積算 

 厚生労働省より示された積算資料に基づき予定価格を積算した。 

 

委   員：  ジョブ・カードとは何か。 

事務補助者：  ジョブ・カードとは、生涯を通じたキャリア・プランニング及

び職業能力証明の機能を担うツールとして厚生労働省が様式を定

め広く普及を進めているものであり、正式には職業能力開発促進

法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の 4 第 1 項に規定されてい

る職務経歴等記録書です。ジョブ・カードの構成は、1つ目は職

キャリア・プランシート、これは自身の価値観や興味、仕事への

姿勢、将来のキャリアを記録するもの。2つ目は職務経歴シー

ト、これは職務経歴書です。3つ目は職業能力証明シート、これ

は学歴・免許・資格・学習・訓練歴を記録するもの。4つ目は職

務経歴書、これは志望動機・職務経歴・実務能力を記録するも

の。5 つ目はエントリーシート、これは今まで作成したシートの

統合版であり応募書類となります。 

委   員： 契約者に何をさせるのか。 

事務補助者： 委託内容は、公共職業安定所利用者に対するジョブ・カード周

知・広報業務と訓練受講希望者等に対するジョブ・カードの作成

支援業務と訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果
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分析業務です。なお、対象訓練希望者はジョブ・カードによるキ

ャリアコンサルティングが必須となっております。対象訓練は、

専門実践教育訓練等、雇用型訓練、日本版デュアルシステム、公

共職業訓練「長期高度人材育成コース」、その他の訓練希望者で

「積極的なキャリア形成支援が必要な者」になります。 

委   員： 2 者のうち 1 者とはどこか。 

事務補助者： 〇〇株式会社になります。 

委   員： 総合評価の明細を説明されたい。総合評価を行った場合には、

その評価の合理性が審査の対象となる。 

事務補助者： 担当部署において、提案書技術審査委員会を設置しておりま

す。審査委員は、外部有識者 2名、内部 1名の 3名です。提案書

技術審査委員会の設置要綱に示した評価項目により評価を行って

おります。得点配分としましては、技術点 200 点、価格点 100 点

となっております。評価項目は、事業実施体制、委託内容の運営

方法、事業に対する実績等になります。 

       今回の総合評価の結果は、落札者が合計点〇点、技術点〇点、

入札金額 40,065,000 円、価格点〇点、総合評価点〇点でした。

また、もう 1者の〇〇株式会社は合計点〇点、技術点〇点、入札

金額〇円、価格点〇点、総合評価点〇点でした。なお、価格点計

算式は 1－入札額/予定価格×100 です。 

委   員： 落札率が 91％と高い理由は何か。 

事務補助者： 仕様書に委託費の計上基準を示しており、人件費についても下

限額を設定しております。拠点事務所の設置、実施場所は拠点安

定所として名古屋中公共職業安定所、名古屋東公共職業安定所、

豊橋公共職業安定所の 3所があり、その他の公共職業安定所につ

いては巡回により行うこととなっています。そのため、積算する

うえで、人件費が主となるためと考えられます。 

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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8 通番 37 

[令和 3年度愛知労働局駐車場交通誘導及び常駐警備業務等委託契約] 

（１）内容 

公共職業安定所等の駐車場交通誘導及び常駐警備業務を委託するため、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 12 日～令和 3年 2月 1日までの 20 日間 

開  札：令和 3年 2月 4日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C」 

結  果：3者の参加により、予定価格（96,003,818 円税込）の制限の範 

囲内の価格 93,720,000 円（税込）で「株式会社ジャスティス・ 

サポート」が落札。（97％） 

（３）予定価格の積算 

 人件費については、積算資料を参考に算出した。 

各種保険料等及び一般管理費についてはインターネット公表の警備料金

の算出例を参考に比率を設定し算出した。 

公表価格と落札額の乖離が大きいため、平成 30 年度から令和 2 年度の入

札時の掛率計算前の予定価格と入札額の平均の数値を乖離率とし、労務単価

及び各種保険料、一般管理費に乗じた額を予定価格とした。 

 

委   員： 落札率が 97％と高い理由は何か。 

事務補助者：  労務単価は積算資料を参考に積算しましたが、各種保険料等及

び一般管理費はインターネット公表の警備料金の算出例を参考に

比率を設定し積算を行いました。しかし、過去の契約において、

公表価格と落札額の乖離が大きかったため、今回は平成 30 年度

から令和 2 年度の入札時の掛率計算前の予定価格と入札額の平均

の数値を乖離率とし、労務単価、各種保険料等及び一般管理費に

乖離率を乗じた額を予定価格としたため、その結果、落札率が高

くなったものと考えられます。 

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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9 通番 39 

[令和 3・4年度名古屋地域若者サポートステーション事業(調達番号 78）] 

（１）内容 

若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人

材となるよう「地域若者サポートステーション」において地方公共団体と協

働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とした事業を委託

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（総合評価落

札方式）を実施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 1月 18 日～令和 3年 2月 19 日までの 32 日間 

開  札：令和 3年 3月 5日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C、D」 

結  果：1 者の参加により、予定価格（102,808,064 円税込）の制限の

範囲内の価格 95,021,044 円（税込）で「NPO 法人 ICDS」が落

札。（92％） 

（３）予定価格の積算 

  厚生労働省より示された「令和 3年度における地域若者サポートステー

ション事業の実施について」に基づき予定価格を積算した。 

 

委   員：  若者サポートステーション事業とは何か。 

事務補助者：  地域若者サポートステーション 、愛称はサポステでは、働く

ことに悩みを抱えている 15 歳から 49 歳までの方に対し、キャリ

アコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション

訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などによ

り、就労に向けた支援を行っています。 

対象者は 15 歳から 34 歳で就労しておらず、家事も通学もして

いない者である若年無業者、35 歳から 55 歳までの就職氷河期に

学校を卒業・退学した者を含む 49 歳までの無業者になります。 

             地域若者サポートステーションは、厚生労働省が委託した全国

の若者支援の実績やノウハウがある NPO 法人、株式会社などが実

施しています。身近に相談できる機関として、全国の方が利用し

やすいよう全ての都道府県に必ず設置しており、全国では 177 箇

所、愛知県には 7 箇所あります。 

委   員：  受注者に具体的に何をさせるのか。また、予定価格が 1億円を

超える事業のようであるが、そんなに費用がかかる事業なのか。

見積書の明細内容を説明されたい。 
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事務補助者：  委託内容は、1つ目として基本プログラムである基盤的支援、

これは就職実現に向けたより実践的な支援である実践的メニュー

につなげる支援です。内容は、就労相談や生活相談、コミュニケ

ーション訓練、軽作業、グループワーク、協力企業への職場見

学、保護者からの個別相談になります。2つ目として実践的メニ

ューである実践的支援、これは就職に向けた実勢的な支援および

就職後のフォローアップ支援です。内容は、キャリアコンサルテ

ィングプログラム、就職支援セミナー、職場体験プログラム、定

着支援・ステップアッププログラム、若年無業者等集中訓練プロ

グラム事業です。 

契約金額については、令和 3 年度、令和４年度の合計金額で入

札しています。単年度の契約金額としては 47,510,522 円になり

ます。年度毎で事業内容は同じになります。積算については仕様

書の事業必要人員と目標値達成の為の人件費、活動事業費、事務

費、消耗品費になります。 

目標値は就職率 60％以上、定着率 69％以上、満足度 90％以

上、新規登録者数 220 人以上、就職等件数 132 人以上になりま

す。 

担当部署において、提案書技術審査委員会を設置しておりま

す。審査委員は外部有識者 2 名、内部 1名の３名になります。 

提案書技術審査会の設置要綱に示した評価項目により評価を行

っております。得点配分としましては、技術点 300 点、価格点

150 点となっております。評価項目としては、事業実施体制、委

託内容の運営方法、事業に対する実績等になります。 

落札者の総合評価結果は、合計点〇点、技術点〇点、入札金額

86,382,768 円、価格点〇点、総合評価点〇点でした。なお、価

格点計算式は 1－入札額/予定価格×150 です。 

委   員：  入札者が 1者と少ない理由は何か。 

事務補助者：  この契約については、7 地域の事業になっており、公告はまと

めて行っており、他地域の応募者が応募することも可能になるよ

うに、開札時間を分けておりますが、参加者の多くが拠点のある

地域に応募しております。地域に根差した形で市区町村とも連携

を取りながら継続的な支援が必要な事業のため、新たに拠点を開

設して、人材を配置するのが難しいのではと考えております。 

1 者応札を回避するために、今年度についても参加可能な業者

の開拓しておりまして、若年無業者等に対する専門的な事業の実

績を持ち、その支援に要するノウハウを有するものと考えられ

る、NPO 法人〇〇及び株式会社〇〇に参加を呼びかけましたが、
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NPO 法人〇〇については、〇市に「こども・若者支援協議会」を

設置したばかりであり、人材の確保が現時点では困難なため見送

り、株式会社〇〇については、支援に要するノウハウが不足して

いるため参加を見送るとのことでした。 

入札可能な業者は限られますが、さらに他の自治体等での実績

なども調査し、参加可能な業者の開拓を行ってまいります 

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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10 通番 44 

[「受給資格者のしおり」他 14 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の印刷･製本を調達するため、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 5月 25 日～令和 3年 6月 8日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 6月 11 日 

参加資格：物品の製造「B、C、D」 

結  果：4者の参加により予定価格（7,508,988 円税込）の制限の範囲 

内の価格 5,366,900 円（税込）で「株式会社近畿印刷センター」 

が落札。（71％） 

（３）予定価格の積算 

予定価格については、物価資料及び印刷料金を基に算出し、過去の入札実

績を勘案した掛率を適用し積算した。 

 

委   員：  落札者以外の 3者はどこか。 

事務補助者：  株式会社〇〇、株式会社〇〇、株式会社〇〇の 3者です。 

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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11 通番 46 

[新型コロナウィルス感染症対応休業支援金等関連業務に係る派遣単価契約] 

（１）内容 

新型コロナウィルス感染症対策対応の休業支援金・給付金（以下「支援金」

という）の申請件数については現在、700～1000 件/日で推移している。 

緊急事態宣言の延長、大型店への休業要請及び支援金申請期限の延長が行

われ、今後も申請件数の増加が懸念されるところである。現在の体制では 1

日の処理件数は 600 件程度が限界であり、未処理件数の減少及び職員の過重

業務を防ぐため、派遣業務の委託について、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 6月 8日～令和 3年 6月 22 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 6月 25 日 

参加資格：役務の提供等「A、B、C」 

結  果：13 者の参加により予定価格（7,487,040 円税込）の制限の範囲 

内の価格 6,742,560 円（税込）で 2者あり、くじ引きの結果「株 

式会社マイナビワークス」が落札。（90％） 

（３）予定価格の積算 

 本年度の実績及び「令和 3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の 4 第 1 項第 2 号イに定める

「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」」等について」に

基づき予定価格を積算した。 

 

委   員：  入札者が 13 者と多い理由は何か。 

事務補助者：  平成 31 年度は 4 者でしたが、令和 2年度は新型コロナウイル

ス感染症の拡大により業界において仕事が激減したことが影響し

たのか 10 者の入札参加がありました。今年度も同様に新型コロ

ナウイルス感染症の影響があったものと考えられます。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年度 第 2 回公共調達監視委員会審査の概要 
 

【随意契約】（物品・役務等） 

 

12 通番 52 

[周知用冊子「求人申込から採用まで」作成・印刷契約] 

（１）内容 

新規学校卒業者に係る募集・採用活動を適正に実施するため、事業主向け

周知用冊子を作製する必要があることから、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（1,349,782 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

974,380 円（税込）で随意契約した。（72％） 

（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 

 予定価格については、物価資料及び印刷料金を基に積算した。 

 

委   員：  落札者以外の 2者はどこか。 

事務補助者：  落札者以外の 2者は株式会社〇〇と〇〇株式会社です。 

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。 

 


