
                                                     別紙１    

愛媛労働局公共調達審査会活動状況報告書 

 

 

愛 媛 労 働 局 

 

１ 開催日 

  平成２８年１月２９日（金） 

 

２ 委員の氏名及び役職等 

  神戸  崇 労働基準部長 

  三浦 淳一 職業安定部長 

  藤田 恭子 雇用均等室長 

 

３ 審査対象期間 

   平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日 

 

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   ０ 件 

・審議件数      ０ 件 

 

（２） 物品・役務等   

① 競争入札によるもの 

・審査対象件数   ２ 件 

・審議件数      ２ 件 

うち、契約金額が５００万円以上のもの         ０ 件 

うち、参加者が一者しかいないもの           １ 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   ０ 件 

・審議件数      ０ 件 



   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    ０ 件 

   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  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 

 

５ 審議案件の抽出方法 

  審査対象全件 

 

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、審議を行った際の書類も併せて提

出すること。）                    所見なし 

    



様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（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）

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日 愛媛労働局



様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

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）

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日 愛媛労働局



様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
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

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（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）

1
年度後半における集中的な就職
面接会開催事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

平成27年10月15日

イヨテツケーターサー
ビス株式会社
愛媛県松山市三番町4
丁目９－５

一般競争入札 2,568,461 1,608,800 62.64
2者

所見なし

2
愛媛労働局給与等システム機器
購入契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

平成27年12月14日

コンピュータ・システム
株式会社
京都府京都市上京区
笹屋町千本西入笹屋4
丁目273番地3

一般競争入札 1,708,441 1,470,312 86.06
1者

所見なし

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日 愛媛労働局



様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
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

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

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）

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日 愛媛労働局


