
(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 2 件

　　・審議件数 1 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 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 7 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 4 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。）

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10月1日～令和3年12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

　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4年2月24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１０月１日～令和３年１２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 名古屋東労働基準監督署漏水
改修工事

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10月29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 ¥8,943,887 ¥3,784,000 42% 1者 所見なし 所見なし

2 雇用環境・均等部レイアウト変更
に伴う電源工事

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11月1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 ¥5,706,643 ¥4,884,000 85% 1者 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２
〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和３年１０月１日～令和３年１２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
雇用環境・均等部レイアウト変
更に伴う構内電話設備新設等
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11月1日
高見通信工業株式会社

名古屋市中村区栄生町7番8号
4180001031188

会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条２
号）

¥2,424,083 ¥2,310,000 95% 所見なし

02通番2 2
雇用環境・均等部レイアウト変
更に伴う名古屋合同庁舎第1
号館8階改修工事

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4年11月1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13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）

¥1,903,000 ¥1,727,000 90% 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１０月１日～令和３年１２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）

03通番1 1 「受給資格者のしおり」他３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10月13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 ¥3,006,423 ¥2,169,959 72% 4者 所見なし

04通番2 2 令和３～７年度愛知労働局業
務用自動車賃貸借契約

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10月13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 ¥14,882,472 ¥11,999,790 80%

2者
公共調達委員

会
国庫債務

所見なし 所見なし

05通番3 3 愛知障害者職業能力開発校
CADシステム機器等リース契約

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10月22日

株式会社ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内3丁目4
番1号

2010001033475 一般競争入札 ¥29,326,936 ¥21,252,000 72%

3者
公共調達委員

会
国庫債務

所見なし 所見なし

06通番4 4 豊橋公共職業安定所倉庫新規
物品棚等購入契約

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11月5日

有限会社　太陽商工

愛知県名古屋市瑞穂区宝田町
一丁目2番地3

3180002009795 一般競争入札 ¥2,395,764 ¥1,447,600 60% 3者 所見なし 所見なし

07通番5 5 デジタル複合機12台購入・移設
及び保守契約

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11月19日

株式会社　栗田商会

名古屋市中区上前津二丁目１
１番１号

4180001028044 一般競争入札 ¥4,034,974 ¥3,296,623 81% 2者 所見なし

6
雇用環境・均等部レイアウト変更
に伴う新規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
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年11月19日

株式会社　マルタケ商会

愛知県名古屋市緑区鳴海町矢
切58番地2

4180001028894 一般競争入札 ¥9,528,510 ¥7,821,000 82% 2者 所見なし

08通番7 7
名古屋南公共職業安定所自動
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
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年12月15日

株式会社　マルタケ商会

愛知県名古屋市緑区鳴海町矢
切58番地2

4180001028894 一般競争入札 ¥4,801,652 ¥3,300,000 68% 2者 所見なし

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１０月１日～令和３年１２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）

09通番1 1 第三者行為災害求償システム
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
三浦　栄一郎
名古屋市中区三の丸2-5-1

令和3年10月12日

株式会社　システムアプローチ

名古屋市中村区佐古前町7番
31号

7180001030609
会計法第２９条の３第５項に
該当（予決令第９９条の３
号）

¥1,359,939 ¥1,196,800 88% 所見なし

2 「令和３年度版安衛法便覧」
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11月11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。

¥1,747,075 ¥1,747,075 100%

3 第三者行為災害求償管理シス
テム改修・再構築作業契約

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11月24日

株式会社　システムアプローチ

名古屋市中村区佐古前町7番
31号

718000130609

本システムは株式会社システムアプローチ
が開発したシステムであり、他の業者では
改修を行うことが不可能であることから会
計法第２９条の３第４項に該当

¥4,598,000 ¥4,598,000 100% 所見なし

4

雇用環境・均等部レイアウト変
更に伴う統合ネットワーク移設及
びL3スイッチ新設に伴う事前検
証作業等契約

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12月13日
富士テレコム株式会社

東京都新宿区西新宿6-5-1
6011401007346

本システムの運用・保守契約を厚生労働
省と締結しており、他の業者が本作業を
行った場合、保守の対象外となってしまう
ことから会計法第２９条の３第４項に
該当

¥1,072,117 ¥988,680 92%

※　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４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４年２月２４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４年１月２５日に開催された第４回公共調達審査

会の結果報告として、「抽出案件８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１０月１日から同年１２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１５件中、公共工事の競争入札１件、公共工事の随意契約１件、物

品･役務等の競争入札６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度

第４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６月下旬を予定した。 



令和 3 年度 第 4 回公共調達監視委員会審査の概要 
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【競争入札】（公共工事） 

 

1 通番 1 

[名古屋東労働基準監督署漏水改修工事] 

（１）内容 

名古屋東労働基準監督署については、庁舎 3階署長室の窓側に雨漏りが発

生しており、当該箇所を含めた調査業務を行った結果、漏水の原因はシーリ

ングの劣化が大きな原因であることが判明した。庁舎は平成 11 年 1 月に建

築されており、シーリングの耐用年数は 10 年程度であることから、耐用年

数経過に伴い漏水等の劣化被害が発生しやすい状態にあることを調査業者

から指摘されている。 

このことから、漏水改修工事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 10 月 5 日～令和 3年 10 月 19 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 10 月 22 日 

参加資格：建築一式「C、D」 

結  果：1者の参加により予定価格（8,943,887 円税込）の制限の範囲 

内の価格 3,784,000 円（税込）で「新日本コーポレーション   

株式会社」が落札。（42％） 

（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： 落札率が低いが 具体的にどのような企業努力があったのか。 

事務補助者： 入札時の請負代金内訳書を確認したところ、一般管理費及び現

場管理費を圧縮していたことにより公共建築工事共通費積算基準

より安価な金額となっていました。 

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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【随意契約】（公共工事） 

 

2 通番 2 

[雇用環境・均等部レイアウト変更に伴う名古屋合同庁舎第 1 号館 8階改修工

事] 

（１）内容 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大が雇用・労働面に大きな影響を及ぼ

す中、在宅での勤務も可能となるテレワークは有効な感染拡大防止対策とし

て、厚生労働省としても導入を推進しているところ、令和 3年度より良質な

テレワークを新規導入し、雇用管理改善等の観点から効果をあげる事業主を

支援することを目的とした助成金＜人材確保等支援助成金（テレワークコー

ス）＞が創設された。 

当該助成金は申請の受付、審査、支給まで労働局で行うことから万全な実

施体制を確保する必要があるため、雇用環境・均等部に 3名増員されました。 

しかしながら、労働局が入居する名古屋合同庁舎第 2号館において新たに

執務スペースを捻出することが困難な状況にあることから東海財務局に相

談した結果、名古屋合同庁舎第 1号館の提示を受けた。 

名古屋合同庁舎第 1号館への入居に向けて、名古屋合同庁舎第 1号館 8階

を改修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（1,903,000 円税込）の制限の範

囲内で最も低廉な価格を提示した「株式会社新日本コーポレーション」と

1,727,000 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 

   3 者から参考見積を徴取し、参考のうえ精査し、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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【競争入札】（物品・役務等） 

 

3 通番 1 

 [「受給資格者のしおり」他３件印刷・製本契約] 

（１）内容 

雇用保険を受給される方に対して、当該制度の理解を深め、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 9月 24 日～令和 3年 10 月 8 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 10 月 13 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（3,006,423 円税込）の制限の範囲

内の価格 2,169,959 円（税込）で「株式会社近畿印刷センター」

が落札。（落札率 72％） 

（３）予定価格の積算 

 物価資料で算出した印刷料金に、過去の参加業者の見積金額の平均から算

出した掛率を乗じて予定価格とした。 

 

 

委   員： 落札者以外の 3者の応札率はどうだったか。 

事務補助者： 落札者以外の応札率は、〇が〇〇％、〇が〇〇％、〇が〇〇％で

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 2 

[令和３～７年度愛知労働局業務用自動車賃貸借契約] 

（１）内容 

愛知労働局内及び各労働基準監督署、各公共職業安定所の業務用自動車に

ついて、令和 3年度に車検満了を迎える車で取得年月及び走行距離から更新

し、労働局所有から賃貸借契約に切り替えることが妥当と判断した 7台の車

両賃貸借について、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（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 9月 14 日～令和 3年 10 月 6 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 10 月 13 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（14,882,472 円税込）の制限の範囲 

内の価格 11,999,790 円（税込）で「ジャパンレンタカー株式会

社」が落札。（80％） 

（３）予定価格の積算 

 昨年度の契約実績、参考見積および、インターネット掲載の価格を参考に

積算した。 

 

 

委   員： 自動車の購入ではなく賃貸借にしたメリットは何なのか。 

事務補助者： 本省からの指示のため詳細は不明ですが、リース契約をするこ

とにより車検・故障対応等のサービスが付帯されるため事務が簡

素化でき、購入した場合の維持費等を考慮すると、賃貸借の方が

予算が削減できるためと思われます。 

委   員： 本件は、総合評価落札方式をとっている。なぜ、総合評価方式と

したのか。説明でも、結果が述べられているだけで、どのような評

価の結果ジャパンレンタカーが落札者となったのか理由を説明さ

れたい。今後とも総合評価方式によるものについては、その評価

内容の詳細を説明をされたい。 
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事務補助者： 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推

進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）、国及び独立行政法人等

における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関

する基本方針（平成 21 年 2 月 6 日閣議決定）に基づき、自動車の

購入及び賃貸借に係る契約は、環境性能（燃費値）を対象として総

合評価落札方式をとるよう指示がされております。 

入札価格が予定価格の範囲内であり、総合評価点の最も高い者

を落札者としています。 

総合評価点の計算方法について説明します。総合評価点は環境

性能（燃費値）に対する得点÷入札価格で評価をします。 

仕様書要件を満たした場合に標準点（100 点）を与え、環境性能

評価点：100+（39×（提案車燃費値 21.8）/（38.6-21.8））×台数  

 JC08 の基準（38.6）を使用しています。 

基準燃費値（21.8）参考車種 FIT（同じクラスの最も燃費が良

い数値を採用しています。） 

 

応札車・入札額（税抜き）・総合評価点は、 

      ジャパンレンタカー：トヨタ パッソ 入札額 10,908,900 円 

総合評価点 0.734 

       100+（39×（提案車燃費値 28.0-21.8 基準燃費値）/（38.6-21.8））

≒105.3×台数 7＝800.8 

       総合評価点→800.8（環境性能評価点）÷10,908,900 円（入札額）

×10,000＝0.734 

 

       〇〇：日産 ノート 入札額 12,540,900 円  

総合評価点 0.726 

       100+（39×（提案車燃費値 34.8-21.8 基準燃費値）/（38.6-21.8））

≒130.2×台数 7＝911.4 

       総合評価点→911.4（環境性能評価点）÷1,254,099 円（入札額）

×10,000＝0.726 

 

以上の結果、ジャパンレンタカーに決定しました。 

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。 
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5 通番 3 

[愛知障害者職業能力開発校 CAD システム機器等リース契約] 

（１）内容 

愛知労働局においては、「厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び

譲渡等に関する省令」に基づき、愛知障害者職業能力開発校に物品の貸し付

けを行っている。 

厚生労働省本省から予算の示達がなされ、愛知県知事から訓練機器（サー

バー、PC、プリンター、3次元 CAD ソフト及び付属品等）のリース依頼があ

り、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 12 日～令和 3年 10 月 1 日までの 50 日間 

開  札：令和 3年 10 月 22 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（29,326,936 円税込）の制限の範囲 

内の価格 21,252,000 円（税込）で「株式会社 JECC」が落札。 

（72％） 

（３）予定価格の積算 

 インターネットの掲載価格と 2者より参考見積書を徴取し、参考のうえ精

査し積算した。 

 

 

委   員： リース期間は何年なのか。また、サーバー等の機器と CAD ソフ

トを一括にした理由はなぜか。 

事務補助者： リース期間は令和 4年 3月 1日から令和 8年 3月 31 日までの４

年１か月となります。 

機器とソフトを一括した理由は、購入する PC31 台すべてを接続

する環境を整備する中で、ソフトについても講師と受講者が相互

利用できるよう環境設定する必要があることから、機器全ての設

置及び設定作業を１者にて行う方が安価になると思料したためで

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 4 

[豊橋公共職業安定所倉庫新規物品棚等購入契約] 

（１）内容 

今年度、豊橋港湾合同庁舎を借りられることとなり、保管している行政文

書を移行することとなったが、借り受けている部屋には物品棚、搬送用の台

車等がなく、大量の行政文書の移行作業及び保管が適切にできない状況にあ

った。 

これに伴い、什器等を購入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 10 月 15 日～令和 3年 10 月 29 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 11 月 5 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（2,395,764 円税込）の制限の範囲 

内の価格 1,447,600 円（税込）で「有限会社太陽商工」が落札。

（落札率 60％） 

（３）予定価格の積算 

インターネットの掲載価格、カタログ掲載価格にこれまでの契約から算出

した掛率を乗じた価格及び積算資料を用いて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 5 

 [デジタル複合機 12 台購入及び保守契約] 

（１）内容 

各所属で使用しているデジタル複合機のうち、耐用年数経過等により不具

合が頻繁し作業の遅滞が発生しており、今後の業務遂行において更新を行っ

た方が望ましいと判断した機種の購入及び保守が必要なため、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 10 月 29 日～令和 3年 11 月 15 日までの 17 日間 

開  札：令和 2年 11 月 19 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（4,034,974 円税込）の制限の範囲

内の価格 3,296,623 円（税込）で「株式会社栗田商会」が落札。

（81％） 

（３）予定価格の積算 

 カタログ掲載価格、契約実績を用いて予定価格を積算した。 

 

 

委   員： 落札率が 81％と高い理由はなぜか。 

事務補助者： 落札率が高い理由は、今回予定価格の積算において、令和 2 年

11 月 20 日開札の同種契約の入札参加業者 2 者の平均掛率（4.3％

と 13.5％＝8.9％）を使用したため、市場価格を反映できた結果と

思料します。 

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 7 

[名古屋南公共職業安定所自動窓口受付用機器等新規購入設置等契約] 

（１）内容 

   現在使用している自動窓口受付用機器について呼出操作機の故障、表示

用パソコンの不具合に伴い、来所者への案内や誘導業務を職員による呼び

出しで行う状況となっており、業務に支障きたしている状況にあります。 

   耐用年数も超過しており、修理時に必要な部品も調達が困難な状況にあ

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ま

した。 

（２）入札状況 

公告期間：令和 3年 11 月 24 日～令和 3年 12 月 8 日までの 14 日間 

開  札：令和 3年 12 月 15 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（4,801,652 円税込）の制限の範囲 

内の価格 3,300,000 円（税込）で「株式会社マルタケ商会」が 

落札。（落札率 68％） 

（３）予定価格の積算 

インターネット価格、契約実績を用いて予定価格を積算した。 

 

 

委   員： 自動窓口受付用機器の耐用年数は何年なのか。 

事務補助者： 取得時期が平成 26 年で、耐用年数は 5 年です。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年度 第 4 回公共調達監視委員会審査の概要 
 

10 
 

 

 

9 通番 1 

[第三者行為災害求償管理システム用機器購入契約] 

（１）内容 

愛知労働局労働基準部労災補償課においては、愛知県下 14 監督署で発生

した第三者行為災害にかかる損害賠償債権の管理について、管理件数が膨大

になることから、第三者行為災害求償管理システム（以下「三者債権管理シ

ステム」という。）を構築し、一班調定決議、延滞金の調定収納、不能欠損処

理、月突合処理、決算処理等の業務を行っている。 

しかし、三者債権管理システム構築から 10 年が経過し、システムダウン

した場合、単年度で数十億円に上る損害賠償債権額の管理そのものが不能と

なる恐れがあり、早急に機器の更新が必要なため、3者より見積書を徴取し

た結果、予定価格（1,359,939 円税込）の制限の範囲内の価格、1,196,800 円

（税込）で「株式会社システムアプローチ」と随意契約した。（88％） 

（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 

 インターネット掲載価格を精査し、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


