
(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 4 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 2 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 6 件

　　・審議件数 5 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 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 1 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。）

　中山　惠子　　教授　（欠席）

　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11月29日（木）

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7月1日～令和3年9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



別紙様式１
〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和3年７月１日～令和3年9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 春日井公共職業安定所案内看
板撤去工事契約

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7月16日
株式会社　TMC
愛知県半田市瑞穂町五丁目５
番２１

6180001094002 一般競争入札 ¥9,573,685 ¥3,960,000 41% 5者 所見なし

１通番２ 2 名古屋北労働基準監督署照明
器具LED化工事契約

支出負担行為担当官代理
愛知労働局総務課長
寺部　重宏
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年8月23日
株式会社　新日本コーポレーション
名古屋市熱田区三本松町１３
番６号

7180001021987 一般競争入札 ¥9,252,612 ¥3,630,000 39% 5者 所見なし

２通番３ 3 豊田労働基準監督署空調設備
改修工事契約

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

令和3年9月21日 株式会社　Sun　aiｒ
春日井市大泉寺町４２９－１

1200001028804 一般競争入札 ¥14,497,681 ¥8,679,000 59% 3者
低入札 所見なし 所見なし

4 豊田労働基準監督署構内電話
設備更新工事

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9月29日 株式会社　シーエスイー
あま市甚目寺山之浦119-3

2180001097909 一般競争入札 ¥2,516,300 ¥1,595,000 63% 3者 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２
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和3年７月１日～令和3年9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）

３通番１ 1 半田地方合同庁舎冷温水ポン
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7月2日
和幸産業株式会社
大阪府大阪市北区西天満3-
14-16

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

¥1,309,000 ¥1,188,000 90% 所見なし

2 新城公共職業安定所空調設
備中央監視装置更新工事

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9月21日
SOWAサービス株式会社
名古屋市守山区川宮町450
番地

9180002058432
会計法第２９条の３第５
項に該当（予決令第９９
条２号）

¥2,310,000 ¥2,189,000 94% 所見なし

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７月１日～令和3年9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）

４通番１ 1
あいち雇用助成室（審査セン
ター）書庫（追加分）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7月2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 一般競争入札 ¥2,730,000 ¥2,589,268 94% 1者 所見なし 所見なし

５通番２ 2
旧春日井公共職業安定所産業
廃棄物収集運搬及び処分業務委
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8月6日
ミナミ金属株式会社
石川県金沢市打木町東１４２
６番地

5220001006886 一般競争入札 ¥1,547,118 ¥531,300 34% 5者 所見なし 所見なし

3

名古屋中公共職業安定所他８
所マザーズ出張セミナー等に係るパ
ソコンセミナー実施業務等委託契
約

支出負担行為担当官代理
愛知労働局総務課長
寺部　重宏
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年8月23日
株式会社　リオルサ
名古屋市中区栄1-21-10つばめ
第2栄ビル2階

7180001135127 一般競争入札 ¥3,044,800 ¥1,754,500 57% 2者 所見なし

６通番４ 4
名古屋東公共職業安定所他８
所マザーズ出張セミナー等に係る出
張託児業務委託契約

支出負担行為担当官代理
愛知労働局総務課長
寺部　重宏
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年8月23日
株式会社　明日香
東京都文京区小石川５丁目２
番２号

5020001039881 一般競争入札 ¥3,410,447 ¥2,530,000 74% 1者 所見なし 所見なし

７通番５ 5 「雇用保険のしおり」印刷・製本契
約

支出負担行為担当官代理
愛知労働局総務課長
寺部　重宏
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年8月23日 株式会社もとす印刷
岐阜県瑞穂市居倉３２４番地

1200001027500 一般競争入札 ¥5,766,593 ¥3,125,331 54% 6者 所見なし

８通番６ 6
愛知労災特別介護施設（ケアプ
ラザ瀬戸）における座位入浴装置
等の更新契約

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9月10日
平岩器械株式会社
愛知県一宮市浅井町前野字新
田裏４７番地１８

7180001090529 一般競争入札 ¥12,826,000 ¥12,375,000 96% 1者 所見なし 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７月１日～令和3年9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）

９通番１ 1
新型コロナウィルス感染症対応
休業支援金・給付金センター会
議机等購入契約

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8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
会計法第２９条の３第５
項に該当（予決令第９９
条の３号）

¥1,514,598 ¥1,236,687 81% 3者 所見なし 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（物品・役務等）



令和３年度第３回愛知労働局公共調達監視委員会議事録要旨 
 

日時：令和３年１１月２９日（月） 
午前１０時００分～ 

場所：愛知労働局 局長応接室 
 
１．愛知労働局総務部長挨拶 

開催に先立ち、支出負担行為担当官である三浦総務部長が挨拶された。 
 
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１０月２６日に開催された第３回公共調達審

査会の結果報告として、「抽出案件１０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７月１日から令和３年９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１３件中、公共工事の競争入札２件、公共工事の随意契約１件、物

品･役務等の競争入札５件、物品･役務等の随意契約１件、合計９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年

度第３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４年２月２４日を予定した。 



令和 3 年度 第 3 回公共調達監視委員会審査の概要 
 

1 
 

【競争入札】（公共工事） 

 

1 通番 1 

 [名古屋北労働基準監督署照明器具 LED 化工事契約]  

（１）内容 

照明器具については、「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、厚生労働省本省へ予算要求を行ったとこ

ろ措置されたため、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 3年 7月 16 日～令和 3年 8月 3日までの 18 日間 

開  札：令和 3年 8月 6日 

参加資格：電気「C、D」 

結  果：5者の参加により予定価格（9,252,612 円税込）の制限の範囲 

内の価格 3,630,000 円（税込）で「新日本コーポレーション 

株式会社」が落札。（落札率 39％） 

（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。 

 

 

事務補助者： 今回、落札率が低い理由ですが、かなり企業努力があったことに

より低廉な価格となっています。 

委   員： LED 照明への切り替えを令和 12 年度までの間に行っていくとい

うことだが、落札率が低かったということで、今後、予定価格の積

算基準の見直しを行う予定はあるか。 

事務補助者： 設計監理業務委託契約の相手方に今回の案件の結果説明をして

相談したいと考えております。 

委   員： 設計監理業務委託契約の相手方はどこか。 

事務補助者： 〇〇です。 

委   員： 建築関係の備品等を含め、いつも〇〇に依頼しているのか。 

事務補助者： 他の業者に依頼することもあります。 

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 

[豊田労働基準監督署空調設備改修工事契約]  

（１）内容 

豊田労働基準監督署は平成 18 年度に空調改修工事を行ったが、パッケー

ジ型空調機の耐用年数は 15 年とされており、経年劣化により不具合が発生

しており、全面的な改修工事を行う必要があったことから、空調機の更新に

ついて厚生労働省本省へ予算要求を行ったところ措置されたため、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 3年 8月 4日～令和 3年 8月 25 日までの 21 日間 

開  札：令和 3年 8月 27 日 

参加資格：管「C、D」 

結  果：3者の参加により予定価格（14,497,681 円税込）の制限の範囲 

内の価格 8,679,000 円（税込）で「株式会社 Sun air」が落札。 

（59％） 

（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。 

 

 

事務補助者： この案件については、予定価格が 1 千万円以上の一般競争入札

であり、本省に設置されている公共調達監視委員会の審査で問題

なしとなっております。また、低入札価格調査の対象となってお

り、調査を行った結果、問題がないとして契約を行いました。 

委   員： 低入札の場合、どういった点を調査するのか。 

事務補助者： 価格の理由、積算の妥当性、履行体制、他の請負状況、資産状況、

他契約の履行状況、経営状況、信用状況等を書面で確認しており

ます。今回、低入札となった理由を業者に聞いておりますが、資材

運搬、管理監督業務において、事務所倉庫から今回の現場が近く

コストがほとんどかからず資材運搬ができること、労務費につい

ても現在の工事量からすると本工事に集中でき、日数も短期間で

施工可能であったことにより金額が低くなったと申しておりまし

た。 

委   員： 落札者以外の 2者は低入札の基準を超えていたのか。 

事務補助者： 超えておりました。 

委   員： 設計監理業務委託契約の相手方は通番 1 と同じ〇〇か。 
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事務補助者： 違う業者の〇〇です。 

委   員： 設計管理業務委託契約の相手方の選定基準はあるか。 

事務補助者： 工事ごとに設計監理業務委託業者に見積もりを提出させ見積も

り合わせを行い、一番安価なところに依頼しています。 

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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【随意契約】（公共工事） 

 

3 通番 1 

[半田地方合同庁舎冷温水ポンプ更新工事] 

（１）内容 

空調設備点検を実施し、半田地方合同庁舎の機械室内の冷温水ポンプを作

動させていたところ、異音を発し異常停止した。空調保守点検業者により、

冷温水ポンプ内で循環不良を起こしていることが確認できたが、機器が古く

部品の取替が出来ないことが判明した。 

現状のままでは空調が稼働しないことから、これを解消するため冷温水ポ

ンプ更新工事について、予算決算及び会計令第 99 条の 6 により、2 者から

見積書を徴取した結果、予定価格（1,309,000 円税込）の制限の範囲内で最

も低廉な価格を提示した「和幸産業株式会社」と 1,188,000 円（税込）で随

意契約した。（90％） 

（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」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 

   2 者より参考見積書を徴取し、参考のうえ精査し、予定価格を積算した。 

 

 

委   員： 半田地方合同庁舎は労働局が管理しているということで労働局

が工事を行うのか。 

事務補助者： そのとおりです。 

委   員： 空調の保守点検を行っている業者はどこか。 

事務補助者： 和光産業株式会社で、年間契約を行っています。 

委   員： 今回は保守点検業者に工事を行わせたということか。 

事務補助者： 結果的にそのようになりました。 

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。 
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【競争入札】（物品・役務等） 

 

4 通番 1 

[あいち雇用助成室（審査センター）書庫（追加分）賃貸借契約] 

（１）内容 

あいち雇用助成室において昨年度 11 月より新型コロナウィルス感染症に

関する特例雇用調整助成金の審査支給業務を行っており、関係書類の保管を

している。本年度 5月初旬より再々度の緊急事態宣言発令等により、雇用調

整助成金対応特例の支給申請の件数が高止まりし、それに伴い関係書類につ

いても相当な量となったことにより既に収納スペースに苦慮している。 

このため、収納スペース不足を解消するための追加分の書庫を賃貸借する

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 6月 14 日～令和 3年 6月 28 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 7月 2日 

参加資格：役務の提供等「B、C、D」 

結  果：1 者の参加により予定価格（2,730,000 円税込）の制限の範囲

内の価格 2,589,268 円（税込）で「エイトレント株式会社」が

落札。（94％） 

（３）予定価格の積算 

 過去の実績から算出した各品目の金額をもとに、予定価格を積算した。 

 

 

事務補助者： この案件は 1 者応札ですが、4 者に入札参加の声掛け、2 者に入

札説明書の交付を行っております。声掛けした者のうち 2 者が説

明書の交付辞退、説明書を交付したうちの 1 者が入札参加を辞退

したため 1 者応札となりました。 

委   員： この賃貸借契約は年度単位で来年の 3月 31 日までか。 

事務補助者： そのとおりです。 

委   員： それ以降も続く場合もあるのか。 

事務補助者： 国の政策が延長されるかどうかによると思います。 

委   員： これは貸倉庫か。 

事務補助者： 貸ラックです。ラックを 176 台借りて賃貸借している建物の中

に設置する契約です。 

委   員： 価格がかなり半端な数字となっているがその理由は何か。 

事務補助者： レンタル品のため、価格が 1 台につきいくらという計算になっ

ています。 

委   員： 1 台いくらか。 
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事務補助者： 1 台あたり〇円で、日割り計算しますと 1日あたり〇円です。そ

の金額掛ける台数に設置費用及び撤去費用を足して今回の金額に

なっています。 

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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5 通番 2 

[旧春日井公共職業安定所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約] 

（１）内容 

春日井公共職業安定所が令和 3 年 9 月 21 日に移転することに伴い、産業

廃棄物が発生することとなり、産業廃棄物の収集運搬作業及び処分業務が必

要となるため、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 7月 16 日～令和 3年 8月 3日までの 18 日間 

開  札：令和 3年 8月 6日 

参加資格：役務の提供等「B、C、D」 

結  果：5 者の参加により予定価格（1,547,118 円税込）の制限の範囲

内の価格 531,300 円（税込）で「ミナミ金属株式会社」が落札。

（34％） 

（３）予定価格の積算 

 インターネット価格を参考に予定価格を積算した。 

 

 

事務補助者： 本件についてはかなり落札率が低くなっていたため、落札者に

理由を確認したところ、落札者はリサイクル事業も行っており、1

年前に比べて鉄の価格が 2 倍近く上がっていることから、鉄のリ

サイクルを見込んだ入札額であり、この状況がなければ倍以上の

金額で入札しているとの回答でした。 

委   員： 落札できなかった業者も同じように低い応札率だったのか。 

事務補助者： 今回はリサイクル業者だけではなく産業廃棄物処理業者でも参

加可能であったため、そのような業者はそれほど低い応札率では

ありません。〇％や〇％で入札されております。 

委   員： 産業廃棄物は主に鉄くずだったのか。 

事務補助者： 安定所の移転に伴って発生する廃棄物であり、鉄くずだけでは

なく例えば、パーテーション、机、椅子、記入台というような鉄で

はない物も含まれており、入札参加者にはリストを提示して入札

をしてもらっています。そこの積算については入札参加業者次第

になります。 

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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6 通番 4 

[名古屋東公共職業安定所他８所マザーズ出張セミナー等に係る出張託児業務

等委託契約] 

（１）内容 

名古屋中公共職業安定所他８所マザーズ出張セミナー等に係るパソコン

セミナーを行うにあたって、セミナー受講者の託児保育を完備し、セミナー

受講者が安心して受講できる環境を整備する必要があったことから、託児事

業を委託するため、会計法第 29 条の 3 第 1 項に基づき、一般競争入札を実

施した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 8月 2日～令和 3年 8月 17 日までの 15 日間 

開  札：令和 3年 8月 23 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（3,410,447 円税込）の制限の範囲 

内の価格 2,530,000 円（税込）で「株式会社明日香」が落札。 

（74％） 

（３）予定価格の積算 

 インターネット価格を参考に予定価格を積算した。 

 

 

事務補助者： この案件の参加資格が A、B、C、Dの全等級になっている理由で

すが、過去に 2 回連続で 1 者応札があった案件のため、契約案件

の特殊性に該当するということで全等級を対象としております。

今回は 4 者への入札説明書の交付及び案件の説明を行いました。

しかし 3 者からは参加辞退の申し出があり、結果的に 1 者応札と

なりました。 

委   員： この金額は保育士の人件費か。 

事務補助者： ほとんどがそうです。場所はこちらで提供しておりますので、人

件費と場所に敷くマットの代金を含めた金額になっています。 

委   員： 保育士の人件費の予定価格は時給計算か日給計算か。 

事務補助者： 予定価格は時給〇円で積算しています。 

委   員： 落札者が保育士の時給単価をいくらで算定して入札しているか

確認しているか。 

事務補助者： 今回の契約は一般競争入札の総価契約のため、単価については

詳細を要求していませんので、時給単価は不明です。 

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 5 

[「雇用保険のしおり」印刷・製本契約] 

（１）内容 

令和 3年 8月 1日から適用される雇用保険の失業給付額等を反映、令和 2

年 12 月 25 日からの各種届出等に関する押印欄廃止及び雇用保険制度に関

する周知、研修、配付するために「雇用保険のしおり」の作成を委託するた

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 8月 3日～令和 3年 8月 18 日までの 15 日間 

開  札：令和 3年 8月 23 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（5,766,593 円）の制限の範囲内

の価格 3,125,331 円（税込）で「株式会社もとすいんさつ」が

落札。（落札率 54％） 

（３）予定価格の積算 

 「印刷料金」及び「物価資料」に基づき予定価格を積算した。 

 

 

委   員： 雇用保険のしおりの印刷は過去に何回も行っているが、予定価

格の積算に当たり過去の実績も反映して積算を行っているか。 

事務補助者： 印刷製本料金がわかる冊子があり、その冊子を参考に積算しま

した。通常は過去の実績を確認して予定価格の積算を行いますが、

新型コロナウイルス感染症の影響があったことから、今回は冊子

の内容に基づいて積算を行いました。 

委   員： 2 番札の応札額はどうだったのか。 

事務補助者： 〇円でした。 

委   員： 版があるほうが有利になるのではないか。 

事務補助者： 昨年は別の者が落札しています。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年度 第 3 回公共調達監視委員会審査の概要 
 

10 
 

 

 

8 通番 6 

[愛知労災特別介護施設（ケアプラザ瀬戸）における座位入浴装置等の更新契

約] 

（１）内容 

愛知労災特別介護施設は厚生労働省労働基準局長との業務委託契約に基

づき、一般社団法人労災サポートセンターが労災特別介護援護事業を行う

施設である。 

厚生労働省労働基準局労災管理課より、同施設に貸付けしている座位入

浴装置一式・入浴リフト用車椅子については平成 11 年より使用し、22 年

経過しており、経年劣化による不具合が生じていることから更新を行うよ

う指示があった。 

厚生労働省本省に設置されている公共調達委員会の審査を諮り、執行の

許可が下りたため、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 3年 8月 19 日～令和 3年 9月 2日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 9月 10 日 

参加資格：物品の販売「A、B、C」 

結  果：1者の参加により予定価格（12,826,000 円税込）の制限の範 

囲内の価格 12,375,000 円（税込）で「平岩器械株式会社」が 

落札。（96％） 

（３）予定価格の積算 

2 者より参考見積書を徴取し、参考のうえ精査し、予定価格を積算し

た。 

 

 

事務補助者： この案件は 1 者応札になりました。理由は 2 者から参考見積書

を取りましたが、内 1 者からは、取り扱いが少ない商品のためメ

ーカーと打ち合わせを行う必要があるが、コロナ過により打ち合

わせができず、履行期限に間に合わない可能性があるため辞退し

ますとの申し出がありました。 

委   員： 車椅子で入れる風呂だと思うが、メーカー自体が少ないのか。 

事務補助者： 特殊な商品ですのでそう思います。 

委   員： だから 2者から参考見積ということになったのか。 

事務補助者： そうです。 

委   員： 2 者はどことどこか。 
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事務補助者： 平岩器械株式会社と〇〇ですが、入札の声掛けを行ったのは 4

者になります。 

委   員： 落札率が 96％はほとんど割引無しの金額ではないか。7 割位が

通常だと思うが。 

事務補助者： 設置場所により加工賃や工事費が変わりますので座位入浴装置

については、インターネットで検索しても価格が出てきません。

そのため参考見積を取っております。 

委   員： 〇〇の参考見積額はいくらだったのか。 

事務補助者： 〇円でした。 

委   員： 22 年経過とのことだが耐用年数は何年か。 

事務補助者： 介護入浴槽及び設備の法定耐用年数は 6 年となっています。 

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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【随意契約】（物品・役務等） 

 

9 通番 1 

[新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金センター会議机等購入契

約] 

（１）内容 

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金センターにおいて雇用

調整助成金等の申請処理を行っている。 

雇用調整助成金等の申請期限の延長による申請件数の増加が認められ、ま

た、新型コロナウィルス感染症の第 5波による緊急事態宣言が各地で発令さ

れていることから、今後さらなる申請件数増加も懸念された。 

この状況に対応するため、令和 3 年 10 月以降、新たに増員し、迅速な支

給事務体制を構築することとなった。 

これに伴い、不足する会議机等を購入するため、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（1,514,598 円税

込）の制限の範囲内で最も低廉な価格を提示した、「有限会社太陽商工」と

1,236,687 円（税込）で随意契約した。（81％） 

（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 

 物価資料及びインターネット公表価格に基づき予定価格を積算した。 

 

 

委   員： レンタルは 2 年契約か。 

事務補助者： 国の契約は単年度契約が基本なので 1年若しくは 3月 31 日まで

の契約です。しかし、新型コロナウイルス感染症対策対応の職員

が急に無くなることは考えられないため、2年を算出の基準として

計算したところ、購入した方が安価になるということが分かりま

した。先に 60 台のレンタルをしておりますが、60 台については購

入してしまうと終わった後に配置の問題が発生しますし、本省か

らは基本レンタルでという話となっていましたので、その時はレ

ンタルで対応しましたが、今回の 39 台については、年間で行って

いる備品整備計画で会議机の需要があるのでこの台数であれば購

入しても今後の使途があるので、レンタルより安価で使用目的も

あるということで購入することとしました。 

委   員： 太陽商工以外の見積書を取った業者はどこか。 

事務補助者： 〇〇と〇〇です。 
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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。 

 


