
平成２７年度第１回愛媛労働局公共調達監視委員会審議概要 
 
                           
                          平成２７年１１月５日 
                          愛媛労働局第一会議室 
 
１ 委 員 
   委員長  村上 宏之  （松山大学教授） 
   委 員  村上 厚志  （四国税理士会松山支部） 
   委 員  弘田 貴郎  （四国税理士会松山支部） 
 
 
２ 審議対象期間及び件数 
   平成２７年１月１日～平成２７年８月３１日  １０件 
 
 
３ 概要等 
   別添「公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果」のとおり。 
   事務局より各審議案件について説明を行い、以下のとおり質疑応答がなされた。 
 
【人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（啓発実践コース・建設

分野）委託契約】 
（委員） 
 契約金額は６４０万円で間違いないか。 
（事務局） 
 入札価格は税抜きとなるため、６４０万円に消費税を加えた金額が契約金額となる。 
 
【平成２７年度訓練受講前に実施するキャリア・コンサルティング推進事業委託契約】 
（委員） 
 企画書の採点において、個人情報の保護に関する評価を個別にみると、「やや劣る」と評

価している委員がいるが、事業場に対する指摘等はないのか？ 
（事務局） 
 企画競争であるため、他の採点も踏まえて総合的に評価する。最低基準を満たしていれ

ば良い。 
（委員） 
 個人情報の保護は重要と思われるが？ 



（事務局） 
 契約に至った場合は、私どもと同様に厚生労働省と同じ基準で個人情報の保護に努めて

もらう必要があるし、そのように求めている。 
（委員） 
 事業内容によって評価方法も異なっているようだが、審査のポイントは公開しないの

か？ 
（事務局） 
 事業内容によって重要視するポイントが異なってくるので、評価方法も異なってくる。 
企画の説明を行って、契約書（案）の内容を基に企画書を作ってもらうが、評価のポイ

ントは公開していない。 
（委員） 
 四国内で評価結果の共有はしないのか。 
（事務局） 
 地元に根差した団体が参加することがほとんどなので、特に情報の共有はしていないが、

全国で同じ基準、ポイントで評価しているはずである。 
（委員） 
 全国の団体も入っているようだが、全国的な情報の共有はしないのか？ 
（事務局） 
 していない。 
 地元に根差した団体が参加することが多く、他県の企業が資料を取りに来ることはあっ

ても、参加しないことが多い。 
（委員） 
 採点項目は変わってきているのか？ 
（事務局） 
 ほとんど変わってはいない。企画競争の場合、２、３回行えば、総合評価落札方式の一

般競争入札に移行することがほとんどである。 
（委員） 
 この案件も、いずれは一般競争入札となるのか？ 
（事務局） 
 そうなると思われる。価格だけでの評価だけでは危ないので、総合評価落札方式となる。 
 
【平成２７年度精神障害者等雇用促進モデル事業委託契約】 
（委員） 
 評価項目に「中小企業であるか否か」という項目があり、中小企業であれば５点、大企

業なら０点としているが、これは、中小企業の方が波及効果があるということなのか？ 
（事務局） 



 中小企業にやってもらうことが望ましいが、現実的にはなかなか難しい。障がい者の方

が何名かいるところでないとノウハウがないので、結果、大企業となることが多い。 
（委員） 
 総合評価での不採択の点数の基準はあるのか？ 
（事務局） 
 そのような基準はないが、必須項目の審査で基本的なところがアウトならダメというこ

とになる。 
 
【平成２７年度専門家派遣・相談等支援事業（最低賃金総合相談支援センター）委託契約】 
（委員） 
 過去、同じ事案が９００万円くらいで契約されていたが、今回は３３０万円に下がって

いるのはなぜか？ 
（事務局） 
 仕様書の変更があった。 
 開所日数が、以前は月に１２日であったが、今回は４日に縮小されている。人権費がほ

とんどの案件なので、開所日数が少なくなったことで、契約金額が大幅に下がった。 
 
【高齢者活躍人材育成事業委託契約】 
（委員） 
 今までにこのような案件はなかったのか？ 
（事務局） 
 技能講習はあったが、補助金の方でやっていたと思われる。 
 シルバー人材センターでは、請負の事業と派遣の事業と２種類があり、この案件は、派

遣のための講習で、今回が初めてである。 
 派遣先の業務が多様化してきているので、働ける場を広げていくための訓練をしている。 
 



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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

#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１月１日～平成２７年８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）
公共調達監視委員会
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

平成２７年１月１日～平成２７年８月３１日 愛媛労働局

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）



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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

平成27年度電子複写機等に係る
保守契約（コニカニノルタ製）

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4月1日
アカマツ株式会社
愛媛県松山市福音寺
町２３５番地の１

一般競争入札 7,284,481 7,284,481 100.00
1者
単価契
約

所見なし 所見なし

平成27年度若年者地域連携事
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4月1日

一般社団法人えひめ
若年人材育成推進機
構
愛媛県松山市湊町３
－４－６

一般競争入札
(総合評価の実
施）

27,244,000 27,000,000 99.10
1者

所見なし 所見なし

人材不足分野における人材確保
のための雇用管理改善促進事
業（啓発実践コース・介護分野）
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5月21日

公益財団法人　介護
労働安定センター
東京都荒川区荒川７
－５０－９　センターま
ちや5階

一般競争入札
(総合評価の実
施）

7,405,990 6,947,919 93.81
1者

所見なし 所見なし

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１月１日～平成２７年８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）
公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

平成27年度訓練受講前に実施
するキャリア・コンサルティング推
進事業委託契約

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4月1日

一般社団法人　日本産
業カウンセラー協会四
国支部
愛媛県松山市味酒町１
－３　四国ガス第３ビル
７階

会計法第２９条の３第４項（企画競争）

キャリア・コンサルティングの知識・スキルに精

通し、職業能力支援に関する知識や経験があ

るより質の高いキャリア・コンサルタントを確保

することが必要不可欠で、予約受付、公共職

業安定所への巡回等の実施、連絡体制、事業

実施状況の適切な把握・確認・報告等に創意

工夫が必要であるため。

24,985,324 24,985,324 100.00 0
1者

所見なし 所見なし

平成27年度医療労務管理相談
コーナー事業委託契約

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4月1日

愛媛県社会保険労務
士会
愛媛県松山市萱町４－
６－３

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
医療機関従事者の労務管理全般に
わたる支援等を効果的に行うために
は、地域の特性に応じた具体的な仕
様を示すことが困難であるため。

4,401,583 4,387,608 99.68 0
1者

所見なし 所見なし

平成27年度精神障害者等雇用
促進モデル事業委託契約

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4月9日

日本食研スマイルパー
トナーズ株式会社
愛媛県今治市富田新
港１丁目３番地

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
障害者雇用の現状や方針を踏まえ、
創意工夫により精神障害者等の雇
用・定着のためのノウハウを構築する
ため。

2,149,416 1,890,216 87.94 0
1者

所見なし 所見なし

平成27年度専門家派遣・相談等
支援事業（最低賃金総合相談支
援センター)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4月13日

愛媛県社会保険労務
士会
愛媛県松山市萱町４－
６－３

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
コーディネーター等に必要な経験・能
力、相談に対する指導対応の実施方
法、有効なシンポジウム等の開催実
施等地域の特性に応じた具体的な仕
様を示すことが困難であるため。

3,426,667 3,395,952 99.10 0
1者

所見なし 所見なし

高齢者活躍人材育成事業委託
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4月13日

公益社団法人　愛媛県
シルバー人材センター
連合会
愛媛県松山市一番町１
－１４－１０

会計法第２９条の３第４項
シルバー人材センター連合が行うシ
ルバー派遣就業を前提とした技能講
習等の実施となるため、契約の性質
又は目的が競争を許さないため。

28,100,000 28,100,000 100.00 0 所見なし 所見なし

雇用調整助成金管理システムソ
フトウェアセットアップ業務委託契
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5月15日

シャープビジネスソ
リューション株式会社
大阪府大阪市阿倍野
区長池町２２番２２号

会計法第２９条の３第４項
雇用調整助成金システムは、契約の
相手方が独自に開発したプログラム
であり、セットアップ業務を行うために
は、本システムのプログラム設計図に
基づき設定をする必要があるが、開
発業者以外には当該プログラムの設
計図を知り得ることができず、契約の
性質が競争を許さないため。

1,339,200 1,285,200 95.97 0 所見なし 所見なし

人材不足分野における人材確保
のための雇用管理改善促進事
業（啓発実践コース・建設分野）
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7月1日

一般社団法人　愛媛県
法人会連合会
愛媛県松山市大手町２
丁目５－７

会計法第29条の3第5項
一般競争入札（総合評価の実施）の
結果、入札額が予定価格に達せず不
落となったため、最も低価格を提示し
た業者と随意契約としたもの。

6,957,025 6,921,702 99.49 0 一般競
争

所見なし 所見なし

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１月１日～平成２７年８月３１日 愛媛労働局


